
 

大 阪 マ ラ ソ ン 組 織 委 員 会 設 置 要 綱 

 

（設置） 

第１条 大阪マラソン開催に必要な事業・運営計画の検討・実施など、その具体的な開催業

務を推進していくため、大阪マラソン組織委員会（以下、「委員会」と言う。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

（１） 大阪マラソン開催にかかる事業・運営計画の検討・実施及び同マラソンの開催に伴

い実施する関連事業の企画・実施 

（２） その他、前項の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

２ 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は平成２９年３月３１日までとする。 

２ 委員会の委員は会長が委嘱する。 

 

（会長及び副会長の職務） 

第５条 会長は、委員会を代表し、委員会を総理する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する副会長

がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会議は委員の過半数の出席をもって成立し、出席委員の過半数をもって議決する。 

   なお、可否同数のときは、議長が決する。 

３ 会議に出席できない委員は、書面または代理人をもって表決に加わることができる。 

４ 前項の場合には、第２項の規定の適用については、出席したものとみなす。 

５ 会議は書面をもって会議に代えることができる。 

 

（関係者の出席） 

第７条 委員会が必要であると認めた場合は委員以外の関係者の出席を求め、その意見

等を聴取することができる。 

 

（専門部会等の設置） 

第８条 委員会の事務を補助させるため、委員会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、会長の命を受け、必要な事項を調査検討し、会長に報告する。 



 

（監事） 

第９条 事業の適正な執行を確保するため、監事２名を置く。 

２ 監事は、事業の執行状況及び会計の監査を行い、その結果を委員会に報告する。 

３ 事業報告書及び収支決算書については、監事による監査を経て、委員会に提出の上、

その承認を受けるものとする。 

 

（事務局） 

第１０条 事業の遂行に必要な事務処理を行うため、大阪市住之江区南港北１－１４－１６

大阪府咲洲庁舎３５階に事務局を置く。 

２ 事務局には事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局長は、会長の命を受け、委員会の業務を総括的に処理する。 

４ 事務局長は、会長が任命する。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な細則等は、会長が

別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２２年９月１０日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年１月２４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年２月１４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年５月３０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年６月７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年２月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年７月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年８月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年９月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年１１月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月１３日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成２５年９月１１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年３月２７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２６年６月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年２月１０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年６月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年１０月２４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年３月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１０月７日から施行する。 

 

 

 

別表（第３条関係）  

役 職 氏  名 所 属 

顧問 松井  一郎 大阪府知事 

顧問 吉村  洋文 大阪市長 

顧問 今井  豊 大阪府議会議長 

顧問 木下  誠 大阪市会議長 

会長 松本  正義 一般財団法人大阪陸上競技協会会長 

副会長 新井  純 大阪府副知事 

副会長 鍵田  剛 大阪市副市長 

副会長 竹内  章 一般財団法人大阪陸上競技協会専務理事 

委員 杉山  美邦 読売新聞大阪本社代表取締役社長 

委員 宮川  晴美 大阪市地域振興会会長 

委員 千田  忠司 大阪府商店街連合会会長・大阪市商店会総連盟理事長 

委員 辰野  邦次 大阪府商店街振興組合連合会理事長 



役 職 氏  名 所 属 

委員 森   詳介 公益社団法人関西経済連合会会長 

委員 尾崎  裕 大阪商工会議所会頭 

委員 䕃山  秀一 一般社団法人関西経済同友会代表幹事 

委員 福島  伸一 公益財団法人大阪観光局会長 

委員 牧野  明次 公益財団法人大阪体育協会会長 

委員 田中  誠太 大阪府体育連合会長 

委員 斉喜  博美 大阪府スポーツ推進委員協議会会長 

委員 新堂  友衛 大阪市体育協会会長 

委員 濵田  麗史 大阪市体育厚生協会会長 

委員 上野  祥子 大阪市スポーツ推進委員協議会会長 

委員 橋爪  静夫 大阪府障がい者スポーツ協会会長 

委員 山田  俊平 社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会理事長 

委員 茂松  茂人 一般社団法人大阪府医師会会長 

委員 池田  豊人 国土交通省近畿地方整備局長 

委員 若林  陽介 国土交通省近畿運輸局長 

委員 幸    和範 阪神高速道路株式会社代表取締役社長 

委員 岡本  圭司 大阪府府民文化部長 

委員 田中  実 大阪府教育庁教育振興室保健体育課長 

委員 井上  雅之 大阪市経済戦略局長 

委員 塩谷  智弘 大阪市交通局長 

委員 北田  耕之 一般財団法人大阪陸上競技協会副専務理事 

委員 藤野  隆雄 株式会社ケイ・オプティコム代表取締役社長 

監事 児玉  達樹 大阪商工会議所常務理事・事務局長 

監事 樋元  四郎 一般財団法人大阪陸上競技協会事務局長 

    



■参加資格  （1） マラソン 1998年（平成10年）4月1日以前に生まれた者 

           ①登録  日本陸上競技連盟登録競技者 （2016年度の登録者） 

           ②一般  日本陸上競技連盟未登録者等                                              

           ③市民アスリート  

             ①登録、②一般ともに年代・性別毎に設定した基準タイム以内の記録 

              （日本陸上競技連盟公認またはAIMS公認コースで2014年（平成26年）4月1日以降の 

              グロスタイム）を有する者  計1,000人 

           ④車いす レース仕様車とする（日本パラ陸上競技連盟競技規則による）                     

                ※2014年（平成26年）4月1日以降の国内または国外の車いすレースにおいて 

                 ハーフ：1時間10分以内 フルマラソン：2時間20分以内の記録を有する者。 計30人 

         （2）チャレンジラン 2001年（平成13年）4月1日以前に生まれた者 

             ※1時間20分以内に完走できる者。   ※車いすでの参加は不可。 

 

■参加料（市民ｱｽﾘー ﾄ）        マラソン：国内 10,800円 （国内のみ） 

■参加申込（市民ｱｽﾘー ﾄ）           ※期間   2016年（平成28年） 4月5日（火）12時から 4月11日（月）17時まで。 

              ※方法  インターネット（PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに限る）      

              ※先着順（1,000人） 

              ※チャリティ募金については、参加料とは別に参加者1名につき1口500円を2口以上 

    

■参加料（個人）      マラソン：国内 10,800円 国外 13,000円      チャレンジラン：国内 5,400円 国外 6,500円 

 

■参加申込（個人）  連続落選者枠 

                            第３回～第5回大阪マラソンに個人エントリーされ（エントリー時にマイページを保有されて 

             いる方のみ）3回連続で落選した方を、第６回大会エントリー抽選時に優先的に抽選し、 

             3,000人が当選。この抽選で外れた方は、一般エントリーに戻し抽選（再エントリー不要）。           

 

■参加料（ペア）     マラソン：１ペア（2人） 30,000円 

■参加料（ｸﾞﾙｰﾌﾟ）   マラソン：１グループ（3～7人まで）105,000円 

 

■参加申込（個人・ペア・グループ共通) 

              （１）方法  インターネット（PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに限る） 

              （２）期間   2016年（平成28年） 4月8日（金）10時から 5月10日（火）17時まで。 

              （３）チャリティ募金については、参加料とは別に参加者1名につき1口500円を2口以上 

 

■参加申込（チャリティランナー) 

              （１）方法  インターネット（PC・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに限る） 

              （２）期間   2016年（平成28年） 4月8日（金）10時から 7月29日（金）17時まで。 

 

■参加者受付    2016年（平成28年）10月28日（金）・29日（土） 

                             大阪マラソンＥＸＰＯ2016会場（インテックス大阪）にて行う。 

 

■その他    （1）チャリティプログラムの趣旨に賛同できない方の申し込みはできない。 

                             （2）主催者の責によらない事由で大会が中止の場合、参加料の返金等は一切行わない。 

             （3）大会参加に関しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診する等、体調には 

                               万全の配慮をしたうえで参加すること。 

                             （4）競技中の事故についての応急処置は主催者で行うが、以後の責任は負わない。 

                             （5）本大会は、国内の関連するすべての法令を遵守し実施されるものとする。 

                            

第６回大阪マラソン 大会要項 （概要）  

■大会名称  第６回大阪マラソン ～OSAKA MARATHON 2016～ 

（英文名）  Osaka Marathon 2016 

 

■主  催  大阪府、大阪市、一般財団法人大阪陸上競技協会 

■共  催  読売新聞社 

 

■主  管  一般財団法人大阪陸上競技協会 

■運営協力      大阪パラ陸上競技協会 

 

■後  援  公益財団法人日本陸上競技連盟、大阪市地域振興会、大阪府商店街連合会、 

             大阪府商店街振興組合連合会、大阪市商店会総連盟、公益社団法人関西経済連合会、 

             大阪商工会議所、 一般社団法人関西経済同友会、公益財団法人大阪観光局、 

             公益財団法人大阪体育協会、大阪府体育連合、大阪府スポーツ推進委員協議会、 

              大阪市体育協会、大阪市体育厚生協会、大阪市スポーツ推進委員協議会、 

              一般財団法人大阪スポーツみどり財団、大阪府障がい者スポーツ協会、 

             社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会、一般社団法人大阪府医師会、  

             一般社団法人大阪府病院協会、公益社団法人大阪府看護協会、 

              国土交通省近畿地方整備局、国土交通省近畿運輸局、阪神高速道路株式会社、 

              社会福祉法人読売光と愛の事業団、特定非営利活動法人大阪ライフサポート協会、 

             大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、 報知新聞社、株式会社毎日放送、 

             讀賣テレビ放送株式会社 ＜順不同＞ 

 

■ﾒｲﾝｽﾎﾟﾝｻｰ    株式会社ケイ・オプティコム 

■ｵﾌｨｼｬﾙｽﾎﾟﾝｻｰ ミズノ株式会社、株式会社ダスキン、大和ハウス工業株式会社、久光製薬株式会社、 

             コカ・コーラ、セイコーホールディングス株式会社、関西大学、株式会社アドバンスクリエイト、 

             第一生命保険株式会社、読売新聞社、アサヒビール株式会社、 

             近畿日本ツーリスト株式会社、株式会社フォトクリエイト、日本通運株式会社、 

             トヨタ自動車株式会社、住友電気工業株式会社、岩谷産業株式会社、 

             コスモ警備保障株式会社、日清製粉グループ 

 

■サポーター     ＦＭ８０２、井村屋株式会社、株式会社神戸屋、株式会社 青木松風庵、 

                                     紀州田辺うめ振興協議会、江崎グリコ株式会社 

 

■種  目    （1）マラソン  ①登録  ②一般  ③車いす   （2）チャレンジラン（8.8km） 

 

■開催日時   2016年（平成28年）10月30日（日） 

     8：55 車いすスタート 

     9：00 マラソン・チャレンジランスタート 

     10：50 チャレンジラン終了 

     11:15   車いすマラソン終了 

                16：00 マラソン終了 

 

■コース(マラソン）  大阪城公園前をスタートし、インテックス大阪前をフィニッシュとする大阪マラソンコース 

              ＜日本陸上競技連盟公認コース/AIMS公認コース＞ 

■コース(ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝ)  大阪城公園前～大阪市役所前  （公認条件に適合せず記録は公認されない） 

■競技規則   2016年度日本陸上競技連盟競技規則、日本パラ陸上競技連盟競技規則及び本大会規定に 

             よる。 

■制限時間    マラソン：7時間 車いす：2時間20分、チャレンジラン：1時間50分 

■定  員   マラソン：30,000人、チャレンジラン：2,000人 

資料 ２ 



■参加ランナーの内訳等について 

  エントリー総数  １３３，８６１人（H28.4.8～5.10） 

（海外からのからのエントリー10,332 人を含む） 

              ［6/9 当選者発表］ 

               

  参加料入金者数   ３2，360 人 

※大会当日のランナーは３２，０００人（見込み） 

  入金者の状況 

   （１）都道府県別 

      ①大阪府 （１１，２２４人：３９．８３％） 

      ②兵庫県 （ ４，００５人：１４．２１％） 

      ③東京都 （ １，８８５人： ６．６９％） 

      ④京都府 （ １，５０２人： ５．３３％） 

      ⑤愛知県 （ １，２６６人： ４．４９％） 

   （２）男女別 

      男性：２３，６０９人（７３%）女性： ８，７５１人（２７％） 

（３）年齢構成 

                    ２０歳未満（   １１１人： 0.３％） 

２０歳以上３０歳未満（  ２，９１１人 :  9.0％） 

３０歳以上４０歳未満（ ８，１５２人：25.2％） 

４０歳以上５０歳未満（１１，９７１人：37.0％） 

５０歳以上６０歳未満（ ７，１３０人：22.0％） 

６０歳以上         （ ２，０８５人： 6.4％） 

      ※最高齢は９２歳［男性；チャレンジラン］ 

   （４）海外からの参加者 

      ４，１８１人   ※世界４０の国・地域  

《①香港（1,286 人）②台湾（1,084人）③タイ（649 人）》 

 

■テレビ中継について 

○ 読売テレビ（関西ﾛｰｶﾙ）   １０月３０日（日）  ９：５５～１１：２５ 

○ 毎日放送（関西ﾛｰｶﾙ）      １０月３０日（日） １３：００～１４：２４ 

○ ｅｏ光ＴＶ（１１１ｃｈ）  １０月３０日（日）  ８：４０～１6 : １０ 

  〃  （１１２ｃｈ）  １０月３０日（日） １０：１５～１6 : ００ 

 

 ※ＢＳ放送については、詳細を調整中 

資料３  



ランナーへの記念品について 資料４ 

①参加記念Ｔシャツ（全ランナーに配付） ②完走メダル 
（完走したランナーに配付） 

④シューズケース 
（ペアエントリーのランナーに配付） 

③フィニッシャータオル（完走したランナーに配付） 

※各チーム名の刺繍が入ります 

（男性用） （女性用） 

（フルマラソン用） （チャレンジラン用） 

⑤オリジナルアームウォーマー 
（グループエントリーのランナーに配付） 



「第６回大阪マラソン」 参加決定者一覧 

 

 

１．招待選手（現役選手） 

氏 名 所属（国籍） 自己ベスト 

ダニエル・コスゲイ ケニア 2.08.45（2010アムステルダムマラソン） 

セルオド・バトオチル NTN 2.08.50（2014福岡国際マラソン） 

ガンドゥ・ベンジャミン モンテローザ 2.09.18（2015東京マラソン） 

伊藤 太賀 スズキ浜松ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 2.11.15（2013東京マラソン） 

山岸 宏貴 GMO ATHLETES 2.12.27（2016東京マラソン） 

松本  翔 日税ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ陸上部 2.13.38（2013 延岡西日本マラソン） 

中村 泰之 スズキ浜松ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 2.13.46（2016東京マラソン） 

阿部 豊幸 ＮＴＴ西日本 2.15.48（2011ボストンマラソン） 

塚田  空 ＳＧホールディングスｸﾞﾙｰﾌﾟ 2.17.52（2015泉州国際市民マラソン） 

渡邊 公志 ＳＵＢＡＲＵ 2.18.25（2016別府大分毎日マラソン） 

若松 儀裕 日清食品グループ ﾊｰﾌ 1.02.17 (2012全日本実業団ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ) 

ヌリット・イマム エチオピア 2.33.44（2015 ラバトマラソン） 

佐野 麗美 ニトリ女子ランニングﾁｰﾑ 2.24.28（2012 名古屋ウィメンズマラソン） 

吉松 久恵 周南市役所 2.28.49（2002 北海道マラソン） 

木下 裕美子 ＳＷＡＣ 2.35.49（2015 東京マラソン） 

    坂本 喜子 四日市ウェルネスクラブ 2.36.29（2015大阪国際女子マラソン） 

俵 千香 TEAM R×L 2.39.44（2015 大阪マラソン） 

近藤 寛子 滋賀銀行 3.18.05（2016別府大分毎日マラソン） 
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【ホープ枠】   

千田 洋輔 日立物流 2.18.15（2015勝田全国マラソン） 

新庄 浩太 ＮＴＴ西日本 2.22.55（2016延岡西日本マラソン） 

神 直之 北星病院 2.21.07（2015福岡国際マラソン） 

久本 駿輔 ＧRｌａｂ 2.21.59（2015福岡国際マラソン） 

    内山 真由美 ニトリ女子ランニングﾁｰﾑ 2.39.54（2015 東京マラソン） 

 

２．ゲストランナー 

 

氏 名 プロフィール等 

砂田 貴裕 1998 サロマ湖 100キロウルトラマラソン優勝（6:13:33 世界記録保持者） 

寺澤 徹 1964 東京オリンピック マラソン日本代表／ﾁｬﾚﾝｼﾞﾗﾝに出場 

 

３．チャリティアンバサダー 

 

 

 

氏 名 プロフィール等 種目 

小渕 健太郎 ミュージシャン コブクロ マラソン 

山中 伸弥 京都大学 iPS細胞研究所 所長・教授 マラソン 

中村 鴈治郎 歌舞伎俳優   応援等で参加 

アン ミカ モデル、タレント  応援等で参加 

赤星 憲広 野球解説者  親子ラン、応援等 

ジミー大西 画家 応援等で参加 

寺川 綾 ミズノスイムチーム・コーチ 応援等で参加 

大阪マラソンのチャリティプログラムに賛同していただき、チャリティへの協力を広く呼び

かけ、大会を盛り上げていただく方々。 

輝かしい実績をお持ちの方々。大会当日はランナーとして参加。 



４．なないろチームリーダー 

 

 

 

５．第６回大阪マラソン応援団長 

氏 名 チームカラー（色）／テーマ 種目 

宇都宮 まき 紫 美しいまちと暮らしを支える チャレンジラン 

FUJIWARA 原西 孝幸 紺 子どもの未来を支える チャレンジラン 

福本 愛菜 水色 きれいな水を支える チャレンジラン 

NONSTYLE 石田 明 緑 自然を支える チャレンジラン 

岡崎 朋美 黄色 家族を支える チャレンジラン 

間 寛平 オレンジ 夢を支える マラソン 

はんにゃ 川島 章良 赤 生きる希望を支える チャレンジラン 

タレントの森脇健児さんが、前回に引き続き「第６回大阪マラソンの応援団長」に就任。 

コース沿道を巡りながら大会を盛り上げていただく。 

また、ＥＸＰＯ会場でのイベントなど事前盛上げにもご協力いただく。 

自分自身の目標以外に 7 色のチームのために走るという大阪マラソンらしさを強調した取

り組みをけん引いただく方々。 



第６回大阪マラソンにおける自主警備について (テロ対策等) 

 

【基本的な考え方】 

雑踏対策や交通対策などのマラソン大会全般における警備に加え、犯罪や爆弾テロ等の不

測の事態への対応を、大阪陸協審判員、大阪府市職員、ボランティア等すべての関係者が、

セキュリティスタッフの一員として警戒を徹底する。 

その際、以下の 3 つの観点から取り組み、事故を未然に防止し、また、事故発生時の被害

を最小化する。そのために、緊急体制の効果的な運用を目的として、必要な対策、措置を定

め、第６回大阪マラソンの安全な運営を確保する。 

 

① 関係機関との連携強化 

大会の安全運営に密接な関係を有する機関と、緊急事態発生時の具体的な対応を検討し、

方策を定める。各機関との連絡、協力体制を密にし、連携を強化する。 

≪具体的な方策例≫ 

・警察、消防と協同し、警備員、ボランティア等の大会運営に係る全てのスタッフによ

るセキュリティーチェック体制を構築し、自主警備計画全般について検討を加える。 

・競技運営専門部会、医事救護専門部会において、緊急事態発生時の避難誘導や負傷者

搬送など、対応方策についての情報の共有を行う。 

 

② 安全なコース環境の整備 

会場、コース周辺への不審者等の侵入を防止し、また、不審物等の放置を未然に防止す

るために、チェック体制等を構築し、安全な大会環境の整備と維持に務める。 

≪具体的な方策例≫ 

・スタート、フィニッシュ会場に、関係者以外立入禁止区域を設定する。 

・大阪陸協審判員や大阪府市職員、ボランティアに対して事前説明会を実施し、担当す

るエリアでの不審者や不審物の放置に対しての、対処方法を周知し、警戒意識を高め

る。 

・大会開始前の各会場やコース周辺の検索、環境整備を徹底する。 

 

③ 安全で安心な大会への機運醸成 

主催関係者の危機管理に対する意識を向上させるとともに、府民やランナーと安全に対

する情報を積極的に共有し、安全で安心な大会づくりに向けた機運を醸成する。 

≪具体的な方策例≫ 

・ホームページ上やランナーの参加案内に危機管理に関する内容を記載し、安全で安心

な大会運営への協力を依頼する。（危険物持込みの禁止等） 
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 ①安心・安全なマラソン大会環境を準備する。 
 ②競技中の事故を未然に防ぎ、事故の被害拡大を防ぐ。 
 ③ランナー等に対してトリアージを実施し、応急処置を提供する。 

救護体制について 

■目   的 

   ※救護所は救命処置を重視した体制で運営し、競技中の傷害については応急処置のみ行う。 
   ※重症選手への確実な応急処置の提供のため、消炎鎮痛剤スプレーを救護所に準備しない。 

■救護体制 

 約850人の救護スタッフがランナーの救護にあたる。 
 スタートからフィニッシュまで19の救護所を設置（別掲）。コース沿道には、一次救命
処置にあたる固定ＡＥＤ隊、ＡＥＤサポート隊が待機。フィニッシュ会場には、傷病者に
いち早く対応するフィニッシュサポート隊が待機。さらに、ランナーとともにコースを走
るメディカルランナーや、自転車でコースを巡回する移動ＡＥＤ隊が万一の事態に備える。 

■救護スタッフ人員 

資料７  

救護本部 1箇所 2 3 1 25 8 5 44

救護所 19箇所 83 102 72 40 39 111 447

収容関門 10箇所 10 10

ﾌｨﾆｯｼｭｻﾎﾟｰﾄ隊 4箇所 1 14 29 4 48

移動AED隊 21組 9 4 29 42

固定AED隊 53組 132 132

AEDサポート隊 10組 28 28

メディカルランナー 5チーム 45 18 16 5 84

最後尾収容バス 4台 8 1 9

140 155 101 20 190 40 74 8 5 111 844合　計

専門部会委員陸協競技役員 行政職員 事務局員
救護ボラン
ティア

合計
医事救護スタッフ人員一覧

人数

医師 看護師 トレーナー 救急救命士
その他医療
関係者等



■救護所一覧 

■大阪マラソン はーとサポーター 

 大阪マラソンは、ランナー・ボランティア全員が救命処置を実践でき、 
お互いに命を支え合う安心・安全な大会をめざす。 
 救命処置に関する講習を受けたランナー・ボランティアは、 
「大阪マラソン はーとサポーター」として、はーとサポーター章を 
つけて出場・活動していただく。 

 ランナー・ボランティア等を対象に、心肺蘇生の中で最も重要な胸骨圧迫とＡＥＤの使
い方を学ぶ大阪マラソンＰＵＳＨ講習会を、2016年８月～10月の間に開催 

■大阪マラソンＰＵＳＨ講習会の開催 

№ 名称 ポイント 場所 

1   スタートエリア救護所 スタート会場   太陽の広場 

2     5km救護所 5.1km   タイムズ日本一 

3   10km救護所（第２スタートエリア救護所） 10.5km   大手前病院前 

4   13km救護所 13.4km   東洋陶磁美術館前 

5   17km救護所 16.6km   相互タクシー乗り場 

6   20km救護所 19.9km   西中学校 

7   22km救護所 21.9km   OCATビル前 

8   24km救護所 23.8km   敷津小学校 

9   26km救護所 26.5km   南開公園 

10   29km救護所 28.8km   西皿池公園 

11   30km救護所 30.6km   住吉第一中学校 

12   32km救護所 31.7km   住之江特別支援学校 

13   34km救護所 34.2km   ローソン平林南一丁目店 

14   36km救護所 36.0km   ㈱コシハラ本社工場 

15   38km救護所 38.5km   南港東６丁目交差点前歩道 

16   40km救護所 40.3km   南港東８丁目交差点北歩道 

17   チャレンジランフィニッシュ救護所 同ランフィニッシュ会場   大阪市役所前 

18   インテックス救護所 フィニッシュ会場   インテックス大阪５号館内 

19   更衣エリア救護所 フィニッシュ会場   インテックス大阪６号館C内 



主なランナーサービス等について 

■給水関係   

◎給水所はコース上に、5 ㎞以降約 2.5 ㎞毎、全 15 カ所設置 

内  容 数  量 

水 ２ℓペットボトル 41，796本 

スポーツドリンク ２ℓペットボトル 19，614本 

スポーツドリンク ５００mlペットボトル 37，752本 

清涼飲料水 １.５ℓ・２ℓペットボトル 2，700本 

 

 

■給食関係   

◎給食所はコース上に、23 ㎞以降約 5 ㎞毎、全４カ所設置 

内  容 数  量 

バナナ 30，000本 

スポーツようかん 10，000本 

乾燥梅肉シート 10，000個 

スポーツフード（バナナ配合） 5，000本 

みるく饅頭 10，000個 

塩タブレット 20，000個 

一口パン 40，500個 

※32.5㎞地点において、大阪市商店会総連盟が大阪マラソン公式給食エイド 

  を運営（おやついなり、キュウリ、たこ焼きなどを提供予定） 
 

■仮設トイレ：705（多目的トイレ含む） 
 
■手荷物トラック：40台（１０ｔ及び４ｔの合計数） 
 ※ランナーの手荷物をスタート地点からフィニッシュ地点まで輸送 
 
■収容バス：40台（大型バス及びマイクロバス、ワゴン車の合計数） 
 ※コース上の収容関門に 33台、最後尾収容バスとして 7 台を配置 
 
■シャトルバス：8台（大型バス及び中型バスの合計数） 
 ※ランナー及び観客のためにインテックス大阪からコスモスクエア駅まで 

１３：００～１８：００の間運行 
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交通規制の周知について 

１ 交通規制周知チラシ・ポスターの作成及び沿道住民の方などへの説明 

大会当日はマラソン開催に伴い、大阪市内において、7時 30分頃から 16時 30分頃

まで大規模な交通規制が行われるため、チラシ及びポスターを作成し、コース沿道の居

宅・店舗をはじめ、地域の皆様に交通規制情報のお知らせをするとともに、ご理解とご協

力のお願いを行っています。 
 

周知用印刷物 チラシ ポスター 

作成枚数 ３４万枚 8,000枚 

 
 

 
沿道住民の方等への説明 

 
訪問件数等 

       
コース沿道の居宅・店舗等への説明配布 

 
     ２万件 

 
大阪市各区地域振興会における説明 

 
       24区 

 
 
     
  
2  関係統括団体等へのお知らせ及び傘下団体への周知依頼 
 
   トラックやバス、タクシーなどの運輸旅客関係やコンビニなどの統括団体・経済団体等

へ大会開催についてのご理解ご協力をお願いするほか、傘下の団体などへの周知も併せ

てお願いしました。また、警察関係についても、府内だけでなく近隣府県の警察署等へも

チラシ、ポスターを送付し、ご協力のお願いを行っています。 

 

種 別 主な配布先 

チラシ 

ポスター 

・府内市町村                    43 市町村 

・大阪府警察本部・府内警察署及び近隣府県警察本部等    86 か所                      

・大阪市内商店街                297か所 

・運輸旅客等関係統括団体等        157団体 

・スポーツ、文化施設など公共施設    108 か所 

・コンビニ・大規模商業施設          約２０００か所 

                                                等 
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3 主な広報活動 
 

交通規制情報をより広範囲に効果的にお知らせするため、多様な手法を活用して周知
を行っています。 
 

時期 主な対策 

9月 

 

共催新聞社（読売新聞）での広告(9月上旬) 

ホームページへの交通規制情報、迂回路情報の掲出（９/1） 

等 

１０月 

行政広報紙でのお知らせ 

府政だより、大阪市各区広報紙 （10/1） 

共催新聞社（読売新聞）での紙面告知 (10月下旬) 

大阪市営地下鉄車内・構内放送 （10月上旬～） 

大阪市営地下鉄構内でのポスター掲示 （10月上旬～） 

ラジオのスポット CM （10月上旬～) 

立て看板の設置 （10月中旬～）  

一般道・高速道路での横断幕設置（10月中旬～） 

新聞五大紙への交通規制周知チラシの折り込み（10月下旬～） 

ＪＲ及び私鉄でのポスターの駅貼り 

大阪市営地下鉄車内吊り（10月下旬） 

大阪市営地下鉄梅田駅構内の映像広告（10月中旬） 

 

 

                                   等 

 

 



         ボランティアについて 

 

１ 配置人数及び活動内容 

団体ボランティア 7,863 人（191 団体）、個人ボランティア 2,533 人が「大阪マラソンＥＸＰＯ

2016」及び「第 6回大阪マラソン」において、その準備も含め４日間にわたる活動を行います。 

なお、ボランティアのうち 41 人は、コース横断が必要な方に対して自転車等の運搬補助を行う

「力持ちボランティア」です。 

 

 

■EXPO2016 ＜10月 27日(木)・28日（金）・29日（土）＞ 

活動場所 
延人数

（人） 
活動内容 

インテックス大阪 1,451 ランナー受付、総合案内等 

小計 1,451 ― 

 

 

■第 6回大阪マラソン ＜10月 30日（日）＞ 

活動場所 人数（人） 活動内容 

スタートブロック 667 出発係、会場誘導、手荷物預かり、給水等 

チャレンジランフィニッシュブロック 154 完走メダル配布、更衣室管理、手荷物返却、 

会場誘導、総合案内、給水・給食等 フィニッシュブロック 1,145 

森之宮・玉造ブロック 344 

コース沿道整理、トイレ誘導、 

給水・給食等 

千日前東ブロック 778 

御堂筋ブロック 990 

中之島・土佐堀ブロック 811 

千日前西ブロック 844 

浪速ブロック 882 

西成・住之江公園ブロック 1,227 

平林ブロック 373 

南港大橋ブロック 101 

咲州ブロック 588 

力持ちボランティア 41 自転車等の運搬補助 

小計 8,945 ― 

 

 

 

合計 10,396 ― 
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２ 説明会実施概要 

ボランティアが、大会概要や活動内容を十分理解したうえで円滑な運営ができるよう、活動別の

説明会その他ガイダンス等を開催します。 

説明会では、マニュアル等をもとに具体的な活動内容の説明や実演等を行います。 

 

■団体ボランティア 

活動場所 内容・開催日・場所 人数 

リーダー説明会 

各団体のリーダーへの活動内容の説明会 

開催日：10月 1日（土）・2日（日）・8日（土）・9日（日）・ 

15日（土）・16日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

588人 

（予定） 

 

■個人ボランティア 

活動場所 内容・開催日・場所 人数 

個人ボランティア 

リーダー選考会 

リーダー適性を審査するための選考会（参加必須） 

開催日：7月 24日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

10人 

個人ボランティア 

リーダー研修会 

リーダーを育成するための研修会 

開催日：7月 24日（日） 

会 場：大阪府咲洲庁舎 

49人 

個人ボランティア 

初心者講習会 

大会概要等の説明会（大阪マラソンのボランティアに初めて参加

する方対象・任意参加） 

開催日：9月 4日（日）  

会 場：大阪府咲洲庁舎 

219人 

個人ボランティア 

説明会 

活動内容の説明会 

開催日：10月 28日（金）・29日（土） 

会 場：インテックス大阪 

1,646人 

(予定) 

 

■力持ちボランティア 

活動場所 内容・開催日・場所 人数 

力持ちボランティア

説明会 

活動内容の説明会 

開催日：10月 29日（土） （予定） 

会 場：インテックス大阪 

41人 

(予定) 

 



 

大阪マラソン関連イベントについて 

 

◆大阪マラソン EXPO2016 
 ・概  要：第６回大阪マラソンのランナー受付と同時に開催するイベント。 

        スポーツメーカーなどが出展するイベントブースや展示即売会、府

内市町村などが出展する観光ブース、大阪の食を紹介するコーナー

などを設置することにより、マラソン大会の盛り上げを図るととも

に、大阪の都市魅力を発信する。 

  ・実施日時：２０１６（平成２８）年１０月２８日（金）～３０日（日） 

        11:00～20:00（19:30 最終入場） 

ただし、３０日（日）は 1０:00～17:00 （1６:30 最終入場） 

  ・場  所：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北１－５－１０２） 

        1 号館：うまいもん市場    2８日（金）～３０日（日） 

        ２号館：スポンサー展示エリア 2８日（金）～2９日（土） 

３号館：参加ランナー受付・スポンサー展示エリア 

           2８日（金）～2９日（土） 

  ・入 場 料：無料 

  ・出展社数：1 号館 ３８社、2 号館 ６４社、３号館 １社 

  

 

◆大阪マラソン沿道応援イベント『ランナー盛上げ隊！』 

・概  要：大会当日、マラソンコース沿道に設置された会場において、ラン

ナー及びマラソン大会を大阪ならではのパフォーマンスで盛り上

げる。 

 ・実施日時：２０１６（平成２８）年１０月３０日（日）9:00～16:00 頃 

 ・場  所：マラソンコース沿道１５か所 ※屋外会場 

 ・内  容：大阪マラソンの「虹」にちなみ、７つのジャンルで出演団体等を募集 

① 応援団・チアリーディング②ダンス③踊り（よさこい等） 

④吹奏楽⑤和太鼓⑥コーラス⑦音楽ライブ 

       第４回から会場７か所を「なないろ応援ステーション」として、

ステーションごとのテーマカラーを設け、「ランナー盛上げ隊！」

もテーマカラーに応じた衣装やグッズを使って応援。 

・出演団体：６２組（実施団体及び実施場所は別紙参照） 
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◆商店街等との連携イベント 

  【大阪マラソン応援イベント】 

・概  要：府内商店街に大阪マラソンののぼりを掲出するとともに、イベン

トにおいて、大会ＰＲ物品を配布するなど大会のＰＲと開催機運

の醸成を図る。 

 ・開催期間：２０１６（平成２８）年 10 月１日（土）～３０日（日） 

 ・内 容：大阪マラソンのぼりの掲出、大阪マラソンＰＲ物品の提供。 

大阪マラソン応援イベント用ロゴ使用、チャリティ募金活動など

を行う。（任意） 

・実施団体：１５団体 

 

 

◆大阪マラソン チャリティ親子ラン ２０１６ 

・概  要：子どもたちにも大阪マラソンの大フィナーレとなるフィニッシュ

ゲートをくぐる楽しさを味わってもらえる親子ランニングイベン

ト。 

 ・実施日時：２０１６（平成２８）年１０月３０日（日） 

       １５：００～１５：５０ 

 ・場  所：インテックス大阪臨時第 1 駐車場前～ﾏﾗｿﾝﾌｨﾆｯｼｭｹﾞｰﾄ（約 1.2 ㎞） 

 ・参加定員：親子 300 組 600 人 

 

 

◆「大阪盛上げ隊！」のチャレンジラン出場 

 ・概  要：大阪のスポーツ、体育の振興に対して顕著な功績が認められた高 

       校（運動部）が、大阪マラソンチャレンジラン（8.8km）に出場 

し、大阪全体を盛り上げる。 

・出場校数：３校以内（１高校あたり 10 名程度） 

・競技種目：野球、サッカー、ラグビー、バレーボール、ハンドボール、バス    

ケットボール、陸上競技（駅伝）などの団体競技 

 ・選考基準：世界選手権、全国大会等で大阪代表として準優勝以上の成績を収 

       めることで、大阪全体を盛り上げたと認められること 

 ※第６回大会では大阪府立今宮高等学校ダンス部（2015 年ミスダンスドリル

国際大会優勝）及び四天王寺高等学校ハンドボール部（2015 年全国高校総

体準優勝）がチャレンジランに出場予定。 

 

  



◆（実施済）大阪マラソン 公式プレイベント 

【～ケイ・オプティコムＰｒｅｓｅｎｔｓ～ 大阪マラソンファンラン２０１６】 

・概  要：家族で楽しめるファンランを企画。給水体験、おもしろ仮装表彰、

陸上トラックを駆け抜けるちびっ子ラン、大阪マラソン出場権が

当たる抽選会などを実施。 

 ・実施日時：２０１６（平成２８）年 6 月 1９日（日） 

       ８：００～１２：００頃 

 ・場  所：ヤンマースタジアム長居・長居公園周回コース（3.２㎞） 

 ・参加人数：1,503 人（内訳：ファンラン 1,396 人、ちびっ子ラン 107 人） 

・内  容： ちびっ子ラン（50ｍ）、長居公園周回コースランニング（3.2 ㎞）、 

給水体験、おもしろ仮装表彰、お楽しみ抽選会、出走権抽選会等 

 

 

◆（実施済）大阪マラソンランニング教室２０１６ 
  ・概  要：18 歳以上のランニング未経験者、初心者～中級者（フルマラソ 

ン４時間台）を対象に、講義と実技の両面でランニング教室を 
          開催。 

  ・実施日時：２０１６（平成２８）年 6 月 1９日（日）13:00～15:00 

  ・場  所：ヤンマースタジアム長居 

・講  師：ＳＷＡＣ 木下裕美子さん（第５回大阪マラソン３位入賞者） 

  ・内  容：講義：「ランニングの基礎知識、ランニングフォームについて」 

        実技：「効率よいランニングフォームのためのドリル、レベル毎 

            に分かれてのランニング」 

 

 

◆（実施済）なないろ練習会 

・概  要：第 6 回大阪マラソンに出場する初心者ランナーを対象にした練習

会を大阪マラソンの７色のカラー別に計７回実施。「大阪マラソン 

      のコース対策」や「ランニングフォームの動きづくり」など、ミズ

ノランニングステーションの講師により、初めてマラソンにチャレ

ンジする方々をサポートした。 

      （主催：大阪マラソン組織委員会 運営協力：ミズノ株式会社） 

・実施日時 

 ①赤組   2016（平成 28）年 7 月 31 日（日）  8:30～11:30 

 ②紺色組            8 月 20 日（土）  8:30～11:30 

  ③緑組             8 月 21 日（日）  8:30～11:30 

  ④黄色組            9 月 17 日（土）  8:30～11:30 

 ⑤オレンジ組          9 月 17 日（土） 14:00～17:00 



 ⑥紫組             9 月 18 日（日）  8:30～11:30 

 ⑦水色組            9 月 18 日（日） 14:00～17:00 

・場 所：ミズノ大阪店 1 階（座学） 中之島公園～大阪城公園（走行） 

・参加人数：３２３名（７回合計） 



　第6回大阪マラソン　沿道応援イベント“ランナー盛上げ隊！”申込リスト【会場順】

会場名 イベント時間 出演チーム名 ジャンル

1
デイリーカナートイズミヤ玉造店前
（天王寺区玉造元町11-20）

8：55～9：55
コボレタイコ　コユウカイ

河堀太鼓　鼓遊会 和太鼓

2
センボク　スキヤネン

泉北すきやねん
よさこい踊り

3
オオサカフリツアシマコウトウガッコウ　ダンスブ

大阪府立芦間高等学校　ダンス部
ダンス

4 クウレイナニ　ポリネシアン　カルチャースクール　テヴァヒネヘレ

クウレイナニ　ポリネシアン　カルチャースクール　Te Vahine Here
ダンス

5
ウエルネスチアダンスキョウシツ

ウエルネスチアダンス教室
応援団・チアリーディング

6
エコール　ドゥ　タヒチ

ECOLE de TAHITI
ダンス

7 キョウセラドキュメントソリューションズケイオンガクブ　ザ　タスカルズ

京セラドキュメントソリューションズ軽音楽部　The TASKals
音楽バンド

8
アクアノート

AquaNote
コーラス

9
キュウ　アンド　マキ

KYU＆MAKI 音楽バンド

10
トモココジマチアダンスアカデミー

TOMOKO KOJIMA CHEER DANCE ACADEMY 応援団・チアリーディング

11
カンサイダイガクオウエンダン

関西大学応援団 応援団・チアリーディング

12
チアファミリー

CHEER FAMILY 応援団・チアリーディング

13
オオサカフリツイマミヤコウコウ　ダンスブ

大阪府立今宮高校ダンス部
よさこい踊り

14
オオサカモリグチアットホーム

大阪守口熱渡宝夢
よさこい踊り

15
ドウグヤスジマイドレン

道具屋筋まいど連
よさこい踊り

16
ナニワマインド

なにわ舞人
よさこい踊り

17
ナルコザ

鳴子座
よさこい踊り

18
ビロード

天鵝絨
よさこい踊り

19
ヨサコイレン　ワ

よさこい連「わ」
よさこい踊り

20
ダイナナダイタイショウクオンガクシンコウタイシ　ヒサエ

第7代大正区音楽振興大使　ヒサ絵 音楽バンド

21
オオサカフリツタイショウコウトウガッコウ　リュウキュウシャミセンエイサーブ

大阪府立大正高等学校　琉球三味線エイサー部 ダンス

22
ゴジョウワダイコクラブ　ワラク

五條和太鼓倶楽部　和楽 和太鼓

23
ガクダン　マイド

楽団　まいど！ 音楽バンド

24
ザ　タロウサンズ

ザ★太郎さんズ 音楽バンド

25
タイコシュウダン イカリ　イカリジュク

太鼓集団「怒」　「怒塾」 和太鼓

26
クレセント スイソウガクダン

クレセント吹奏楽団 吹奏楽

27
オオサカシリツツルミショウギョウコウトウガッコウケイオンガクブ

大阪市立鶴見商業高等学校軽音楽部 音楽バンド

28
カシワラシ　ショウネンショウジョ　コテキタイ

柏原市少年少女鼓笛隊 吹奏楽

9：25～11：25

9：30～11：15

9：30～11：35

9：30～11：40

9：55～12：35

北浜ネクスビルディング前
（中央区北浜東4-33）

中道組本社ビル前
（都島区片町1-3-4）

大阪市立栄小学校前
（浪速区浪速東1-1-61）

大阪市役所前
（北区中之島1-3-20）

京セラドーム大阪ドーム前交差点付近
（西区千代崎3丁目北2-8）

大阪市社会福祉研修・情報センター前
（西成区出城2-5-20）

大阪市中央公会堂前
（北区中之島1-1-27）

10：20～13：30

10：20～13：35
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29
カンサイダイガクスイソウガクサークル　ビス

関西大学吹奏楽サークル　Bis 吹奏楽

30
カンサイダイガクチアリーディングサークルクレアーズ

関西大学チアリーディングサークルCLAIRS 応援団・チアリーディング

31
カンサイダイガク　ミックス　パッケージ

関西大学Mix Package ダンス

32
オトメゴコロ

音愛心 ダンス

33
ピアノオウエンタイ

ピアノ応援隊 音楽バンド

34
チアリーダーズクラブ　ジャンプス

チアリーダーズクラブJUMPS 応援団・チアリーディング

35
ナー　レイ　ラナキラ

Na Lei Lanakila ダンス

36
アッパレダンスクラブ

あっぱれ☆ダンスクラブ ダンス

37
ブルースターズ　アンド　キティ

blue☆stars & Kitty 応援団・チアリーディング

38

イッパンシャダンホウジン ニギワイユメヅクリプロジェクト エエジャナイカマツリジッコウイインカイ

一般社団法人にぎわい夢創りプロジェクト
ゑぇじゃないか祭り実行委員会

よさこい踊り

39
フラオ　プアマエオレ

Hula O Pua Mae'Ole ダンス

40
ソーリャハナテンユメマイタイチハヤ

ソーリャはなてん夢舞隊chihaya よさこい踊り

41
ホレフトリア

Chorftria ダンス

42
ザ　トナカイズ

ザ・トナカイズ 音楽バンド

43
スミヨシジンジャ ダンジリカイ　マイコ

住吉神社 地車会　舞鼓 和太鼓

44
フラ　オ　カピオラニ

フラ　オ　カピオラニ ダンス

45
ツルミ　バトンクラブ・スカイ

つるみ★バトンクラブ・SKY ダンス

46
ミナミオオサカチアリーディングクラブ　クローバーズ

南大阪チアリーディングクラブ　CLOVERS 応援団・チアリーディング

47
オオサカフリツヤマモトコウトウガッコウダンスブ

大阪府立山本高等学校ダンス部 ダンス

48
ヒメジピンクレディーカイ

姫路ピンクレディー会 ダンス

49
ナツノチアアカデミー

奈都乃チアアカデミー 応援団・チアリーディング

50
カントリーダンス　アリス

カントリーダンス　アリス ダンス

51
ハモラーズ

Hamolers コーラス

52
ドリーム　サポーターズ

DREAM　SUPPORTERS コーラス

53
ア　ピース　オブ　ジ　アース

a piece of the earth コーラス

54
ヤマユカバンド

やまゆかバンド 吹奏楽

55
ワダイコクラブドットコム

和太鼓倶楽部どっと鼓夢 和太鼓

56
タイコラボウメキタ

TAIKO-LABうめきた 和太鼓

57
オオサカセイケイジョシコウコウ　スイソウガクブ

大阪成蹊女子高校　吹奏楽部 吹奏楽

58
オオサカフリツダイガクオウエンダン

大阪府立大學應援團 応援団・チアリーディング

59
ワダイコ　コテンコ

和太鼓　鼓天鼓 和太鼓

60
ワダイコ　ミヤビ　アンド　ミヤビッコ

和太鼓　雅　＆　雅っ鼓 和太鼓

61
オオサカソウゴウホイクダイガク　スイソウガクブ

大阪総合保育大学　吹奏楽部 吹奏楽

62
ヒガシモモダニ　オカジグルマカイ

東桃谷　岡地車會 和太鼓

10：50～15：00

ファミリーマート南港口店前
（住之江区南港東1-5-11）

※なないろ応援ステーション「紺」ゾーン

大阪市西南環境事業センター前
（住之江区泉1-1-111）

※なないろ応援ステーション「紫」ゾーン

10：40～14：35

南港東２丁目交差点付近
（住之江区南港東2-3）

※なないろ応援ステーション「水」ゾーン

10：50～15：05

10：55～15：20

11：00～15：35

南港東７丁目北交差点付近
（住之江区南港東9-1）

※なないろ応援ステーション「黄」ゾーン

永井商運前
（住之江区南港東5-1-4）

※なないろ応援ステーション「緑」ゾーン

※当日の状況により内容・時間が変更になる可能性があります。

11：00～15：40

11：05～15：50

インテックス大阪臨時第一駐車場
（住之江区南港北1-8）

※なないろ応援ステーション「赤」ゾーン

大阪車輌工業前
（住之江区南港東9-4-45）

※なないろ応援ステーション
「オレンジ」ゾーン



＜第6回大阪マラソン 商店街連携事業　「応援イベント」一覧＞

【所属凡例】　■府商連=大阪府商店街連合会　■大振連=大阪府商店街振興組合連合会　■市商連=大阪市商店会総連盟

番号 市/区 商店街団体名 イベント名称 開催日 所属

1 市商連 大阪市商店会総連盟青年部 大阪マラソン応援イベント『大阪マラソンまいどエイド』の情報発信
9月15日（木）～
12月31日（土） 市商連

2 中央区 法善寺前本通り商店街振興組合 南乃福寿弁財天秋祭り 10月8日(土） 市商連

3 住吉区
地下鉄あびこ中央商店街振興組
合

第20回あびんこ100円商店街 10月15日（日） 市商連

4 都島区 新京橋商店街・京橋中央商店街 第27回京橋100円商店街＋ 10月15日(土） 大振連

5 堺市 堺山之口連合商店街（振） 第25回堺山之口カラオケ選手権大会 10月16日(日） 府商連

6 住之江区 加賀屋商業協同組合 ハロウィン仮装パーティー 10月22日（土） 大振連

7 西区
九条新道駅前商店街振興組合
（キララ九条1）

星の数だけおもてなし　～ハロウィンでおもてなし～ 10月22日(土） 大振連

8 吹田市
JR吹田駅周辺商店街ルネサンス
事業実行委員会

第13回すいたアジアンフェア
10月22日（土）～
23日（日） 府商連

9 生野区 生野区商店会連盟 BIGガラポンｂｙ生野区商店会 10月23日（日） 市商連

10 東大阪市 岩田本通商店街振興組合 若江岩田わいわいイベント「ハロウィーンスタンプラリー」 10月23日（日） 大振連

11 都島区 京阪京橋商店街振興組合 京阪京橋商店街（エル京橋）　大阪マラソン商店街連携イベント
10月26日(火)～
30(日） 大振連

12 生野区 生野本通中央商店街 「10秒でとめろ！ストップウォッチチャレンジ！」でマラソングッズを当てよう！
10月28日(金）～
29日(土） 大振連

13 生野区 生野本通商店街振興組合 大阪マラソン2016応援！100円商店街 10月28日(金） 市商連

14 大正区 泉尾商店街イベント実行委員会 ハッピーハロウィンワゴンセール
10月29日(土）～
31日(月） 大振連

15 東住吉区 駒川商店街振興組合 こまがわ　ハロウィンパーティー 10月30日(日） 大振連

※イベント開催日・名称は変更になる可能性があります。
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１０ｋｍ

中間点

１５ｋｍ

2015.7.17

15,インテックス大阪 臨時第1駐車場

14,大阪車輌工業 前

12,永井商運 前

10,ファミリーマート南港口店 前

9,大阪市西南環境事業センター 前

8,大阪市社会福祉研修・情報センター 前

7,大阪市立栄小学校 前

6,京セラドーム大阪　ドーム前交差点 付近

5,大阪市役所 前

4,大阪市中央公会堂 前

3,中道組本社ビル 前

2,北浜ネクスビルディング 前

1,デイリーカナートイズミヤ 玉造店 前

11,南港東２丁目交差点 付近

13,南港東7丁目北交差点 付近


