
大阪マラソンでは、参加するすべてのランナーをはじめ、ボランティアのみなさんほか、大阪マラソンに関わる多くの人に、
チャリティに参画する機会を提供するなど、チャリティ文化の普及をめざしています。

【チャリティテーマ・チャリティカラー】

大阪マラソンは、チャリティマラソンです！

チャリティ
募金について

参加料とは別に、2口以上（1口500円）のチャリティ募金をお願いしています。
※みなさまからいただいた募金は、大阪マラソン2023のチャリティパートナー（30団体）へ寄附します。
※追加で寄附をいただける方は、口数を選んでください。
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申し込みから
大会参加までの流れ
 （一般ランナーの場合）

申し込みの方全員にメールにて通知します。
クレジットカードで決済手続きをしてください。

大会の約1か月前にメールにて案内します。

2月26日（日）  大会当日

2月24日（金）・25日（土）
大阪マラソンEXPO2023

ランナー受付
11時00分～19時30分（最終入場）

★スタート／大阪府庁前
★フィニッシュ／大阪城公園内

9時05分　 車いすマラソンスタート
9時15分～ マラソンスタート（ウェーブスタート）

 インターネット（パソコン・スマートフォンに限ります。）
にて受付を開始します。

※定員を超えた場合は抽選を行います。

8月5日（金）10時  申込受付開始

9月5日（月）17時  申込締切

10月上旬  抽選結果通知・
参加料支払手続き

2023年1月下旬  参加案内通知
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公益社団法人アジア協会アジア友の会、認定NPO法人ウォーターエイドジャパン、特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO・PLAS、公益財団法人オイスカ、認定NPO
法人大阪被害者支援アドボカシーセンター、公益財団法人大阪府育英会、認定NPO法人改革プロジェクト、認定NPO法人がんサポートコミュニティー、NPO法人関西骨
髄バンク推進協会、京都大学iPS細胞研究所、認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク、認定NPO法人国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター、公益社団法人こど
ものホスピスプロジェクト、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、認定NPO法人世界の子どもにワクチンを 日本委員会、認定NPO法人育て上げネット、特定非
営利活動法人つながりひろば、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン、公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を、認定NPO法人虹色
ダイバーシティ、認定特定非営利活動法人日本IDDMネットワーク、認定NPO法人日本クリニクラウン協会、一般財団法人日本国際飢餓対策機構（Hunger Zero）、認定
NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク、NPO法人HELLOlife、認定NPO法人プール・ボランティア、認定NPO法人ブリッジ エーシア ジャパン、認定NPO
法人ぽっかぽかランナーズ、NPO法人み・らいず２、わが町にしなり子育てネット
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【大阪マラソン2023 チャリティパートナー】 大阪マラソンの7つのチャリティテーマで活動する寄附先団体
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子どもの未来を
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生きる希望を
支える

大阪マラソンの7つのチャリティテーマから支援したいテーマ（カラー）を1つご選択ください。 
大会当日はご自身が選択したチャリティカラーのアスリートビブスをご着用いただきます。（※日本陸連登録競技者除く）

エリートランナーの
募集は、別途行います。

【
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兼 ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ　兼 ブタペスト2023世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会　兼 マラソングランドチャンピオンシップチャレンジ（予定）

デザイン ： 福嶋 正博（大阪マラソン2023メインビジュアル公募 最優秀作品）

■主催 ： 大阪府、大阪市、（公財）大阪陸上競技協会
■共催 ： 読売新聞社、毎日新聞社、NHK、
          （公財）日本陸上競技連盟（予定）
■主管 ：（公財）大阪陸上競技協会　
■運営協力 ： 大阪パラ陸上競技協会

本大会は、日本スポーツ協会ほかの「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイド
ライン」と日本陸上競技連盟の「ロードレース再開についてのガイダンス」に従い、新型コ
ロナウイルス感染症の感染状況を踏まえた対策を行った上で開催します。大会当日は、大
阪市内で大規模な交通規制が実施されます。車両の通行が禁止されるとともに、自転車・歩
行者のコースの横断もできません。ご不便をおかけしますが、ご協力よろしくお願いします。

Official Sponsors

他

み ん な で か け る 虹。

2月26日日開催

三菱UFJ銀行 KIDS SPORTS FES!
2022年9月23日（金・祝）

※詳しくは、ホームページをご覧ください。

親子ファンラン開催決定！！

OSAKA 
MARATHON
2023

ランナー
募集

32,000人



募集要項 （エリートランナーの募集は、別途行います。）

このリーフレットは大阪マラソン公式ホームページ（https://www.osaka-marathon.com/）からダウンロードできます。 検  索大阪マラソン2023

◆シューズ
日本陸連登録競技者のシューズについては、WAの新規定を適用します。
レース後にシューズの確認を行うことがあります。
--------------------------------------------------------------------
◆仮装
日本陸連登録競技者は仮装を禁止します。Aブロックにおいては日
本陸連の登録の有無に関わらず、仮装を禁止します。加えて、他の
ランナーや沿道の方に不快感を与える服装や行為は認めません。
--------------------------------------------------------------------
◆参加資格
2004年（平成16年）4月1日以前に生まれた者
⑴日本陸連登録競技者
⑵日本陸連に登録していないランナー
※日本陸連登録競技者については、2022年度の登録者とします。
※単独での走行が困難な方は伴走者１人をつけることができます。
（伴走者は、コース上の指定された箇所で１回に限り交代できま
す。なお、盲導犬等の動物の伴走は認めません。）

※競技終了時刻までに完走できる方とします。
⑶競技用車いすランナー
※車いすは、WPA競技規則による競技用車いすに限ります。
2020年（令和2年）4月1日以降の競技会において、ハーフマラ
ソン1時間10分以内またはフルマラソン2時間20分以内の記録
を有する方とします。
--------------------------------------------------------------------
◆定員
32,000人（2022年大会からの権利移行者を含みます。）
--------------------------------------------------------------------
◆申込区分・参加料等（エリートランナーを除く。）
〈別表〉のとおり
--------------------------------------------------------------------
◆国外エントリー
国外エントリーについては、後日、発表します。
--------------------------------------------------------------------
◆表彰
表彰は、グロスタイムにより次のとおり行います。
◎総合男女と、競技用車いすランナー男女の各1位～8位を表彰します。
◎市民ランナー賞として、招待選手、エリートランナーを除く男女各
1位を表彰します。

◎シカゴマラソン賞として、招待選手、エリートランナー、連携大会
の代表選手、第8回及び第9回大会の同賞受賞者を除く大阪府
内在住者の男女各１位を表彰します。

※別途、ネットタイムにより、招待選手、エリートランナー、総合入賞
者を除く年代別5歳刻みの男女各1位～3位に対して、賞状を後
日送付します。
--------------------------------------------------------------------
◆ランナー受付（大阪マラソンEXPO2023）
日程／2023年（令和5年）2月24日（金）、25日（土）の2日間
場所／インテックス大阪
時間／11:00～19:30（最終入場）
※大会当日（2月26日（日））の受付は行いません。
※受付時に、顔写真付きの本人確認書類による本人確認と、主催者
が指定する体調管理アプリ等による体調管理の確認を行うた
め、ランナー本人以外の方が代理で受付することはできません。
必ずランナー本人が受付してください。

※体調管理アプリ等の詳細については、後日公表します。
※顔写真付きの本人確認書類や主催者が指定する体調管理アプリ
の入ったスマートフォンを持参しない場合は受付できません。

※障がい者ランナーは申込時に登録した手帳（身体障害者手帳、精神
障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか）を持参してください。

※受付が事前予約制になるなどの変更を行うことがあります。
--------------------------------------------------------------------
◆ドーピングコントロール
最新のWAアンチ・ドーピング規則及び世界アンチ・ドーピング規程並
びに日本アンチ・ドーピング規程に基づいてドーピング検査を行いま
す。大会前または後の検査においては、尿または血液（あるいはその両
方）の採取を行います。該当者は指示に従って検査を受けてください。
--------------------------------------------------------------------
◆TUE申請
禁止表国際基準で定められる禁止物質・禁止方法を病気の治療目的で
使う必要があるランナーは、治療使用特例（TUE）の申請を行ってくだ
さい。詳細については、下記ウェブサイトを確認してください。
▼日本陸連医事委員会
(https://www.jaaf.or.jp/about/resist/medical/)
▼日本アンチ・ドーピング機構
(https://www.playtruejapan.org/)
--------------------------------------------------------------------
◇参加注意事項
⑴チャリティプログラムの趣旨に賛同できない方の参加はご遠慮く
ださい。
⑵参加資格を満たさない方は、参加できません。申込者以外の参加
は認めません。

◆大会名称
大阪マラソン2023（英文名：Osaka Marathon 2023）
兼 ジャパンマラソンチャンピオンシップシリーズ　兼 ブタペスト
2023世界陸上競技選手権大会日本代表選手選考競技会　兼 マラ
ソングランドチャンピオンシップチャレンジ（予定）
--------------------------------------------------------------------
◆主催
大阪府、大阪市、（公財）大阪陸上競技協会
--------------------------------------------------------------------
◆共催
読売新聞社、毎日新聞社、NHK、（公財）日本陸上競技連盟（予定）
--------------------------------------------------------------------
◆主管
（公財）大阪陸上競技協会
--------------------------------------------------------------------
◆運営協力
大阪パラ陸上競技協会
--------------------------------------------------------------------
◆後援
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、（公社）関西経済連合会、大阪商工会議
所、（一社）関西経済同友会、（公財）大阪観光局、（公財）大阪府スポー
ツ協会、大阪府体育連合、大阪府スポーツ推進委員協議会、大阪市ス
ポーツ協会、大阪市体育厚生協会、大阪市スポーツ推進委員協議会、
（一財）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
福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会、（一社）大阪府医師会、（一社）
大阪府病院協会、（公社）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、（社福）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、讀賣テレビ放送株式会
社、株式会社毎日放送、スポーツニッポン新聞社（予定、順不同）
--------------------------------------------------------------------
◆オフィシャルスポンサー
大阪市高速電気軌道株式会社、株式会社オプテージ、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、株式会社三菱UFJ銀行 他
--------------------------------------------------------------------
◆テレビ放送
NHK（調整中：読売テレビ、毎日放送）
--------------------------------------------------------------------
◆種目
マラソン
--------------------------------------------------------------------
◆開催日時
2023年（令和5年）2月26日（日）
  9:05／車いすマラソンスタート
  9:15／マラソン第１ウェーブスタート、以降順次スタート
11:25／車いすマラソン終了
16:15／マラソン終了
--------------------------------------------------------------------
◆コース
大阪府庁前をスタートし、大阪城公園内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（日本陸連）・ワールドアスレチックス
（WA）／国際マラソン・ディスタンスレース協会（AIMS）公認コース）
--------------------------------------------------------------------
◆競技規則
最新のWA競技規則並びに日本陸連規則及び本大会規定によります。
なお、本大会はWA認定のラベルレースのため、WAロードレースラ
ベリング規定が適用されます。また、WAの規則により、ドーピング検
査を実施します。車いすマラソンについては、ワールドパラアスレ
チックス（WPA）競技規則及び本大会規定によります。
--------------------------------------------------------------------
◆スタート方法
混雑緩和と感染対策のためウェーブ（時間差）スタートを実施します。
日本陸連登録の有無に関わらず、申込時の記録証タイム（自己ベスト
タイム）の申告等を参考にして、ウェーブスタート順やスタート整列ブ
ロックを設定します。記録証タイムと予想タイムの両方が未申告の場
合は、最終ウェーブの最後尾ブロックからのスタートとします。なお、
設定されたウェーブよりも前方からスタートした場合は、失格とします。
【ウェーブスタート順と整列ブロック分けの優先順位】
⑴招待選手・エリートランナー
⑵自己ベストタイム（グロスタイムまたはネットタイム）をお持ちの方
（過去２年間で確認できるマラソン大会での記録であること。虚
偽の場合は出場を取り消します。）

⑶予想タイムを申告した方
⑷自己ベストタイム・予想タイムの両方を申告しなかった方
--------------------------------------------------------------------
◆制限時間
マラソン：7時間（競技終了時刻16：15）
※制限時間は第1ウェーブの号砲を基準とします。
車いすマラソン：2時間20分（競技終了時刻11：25）

⑶氏名、参加資格、記録証等の虚偽や不正が判明した場合は失格とし、
参加を認めません。また、今後の大会への申し込みも認めません。

⑷申込後の連絡は、登録されたメールアドレスへのメール配信で行
います。参加者の機器等の不具合やメール設定の不備、メールア
ドレスの変更等により主催者からのメールを受信できなかった場
合、主催者は一切の責任を負いません。

⑸会場へは公共の交通機関等をご利用ください。ただし、交通機関
の遅延等により参加できなかった場合、主催者は一切の責任を
負いません。
⑹体調管理を行った上で参加してください。新型コロナウイルス感
染症を含む疾病及びその他の事故について主催者は応急処置以
外の責任を負いません。なお、損害保険（見舞金補償）に加入しま
すが、新型コロナウイルス感染症を含む疫病は対象外となります。

⑺貴重品や手荷物の紛失や盗難、損傷などについて主催者は一切
責任を負いません。

⑻広告目的で大会会場（コース上を含む）において、企業名、商品名
等を意味する図案や文字、商標等を掲出したり身に着けて表示
することは認めません。

⑼大会の映像、写真、記事、位置情報、参加者の氏名、年齢、居住地
（都道府県名または市区町村名）、記録等のテレビ、新聞、雑誌、イ
ンターネット、主催者が発行する印刷物等への掲載権と肖像権は
主催者に帰属します。

⑽大会の写真等について、主催者が委託する者がランナー向けに
販売することがあります。

⑾上記のほか、大会に関する事項については、主催者の指示に従っ
てください。
--------------------------------------------------------------------
◇申込注意事項
⑴ご利用の機器等（OS、ブラウザソフト、回線を含む）によって申し
込みできないことがあります。機器等の不具合等による申し込み
の遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
⑵複数の申込区分での申し込みはできません。同一人物による重
複した申し込みが判明した場合はすべての申し込みを失格とし、
参加を認めません。

⑶申込後の自己都合による申込内容の変更、キャンセルはできませ
ん。ただし、マイページで変更できる変更については、この限りで
はありません。
⑷申込状況、抽選結果等の問合せについては、一切応じられま
せん。

⑸参加料等の領収書の発行は行いません。クレジットカード会社
発行の利用明細書または請求書をご利用ください。

⑹エリート部門への参加を希望する場合は、エリート部門でご応募
ください。
--------------------------------------------------------------------
◇感染症対策
⑴本大会は、（公財）日本スポーツ協会ほかの「スポーツイベントの
再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」と日本陸連の「ロード
レース再開についてのガイダンス」に従い、新型コロナウイルス
感染症の感染状況を踏まえた対策を行った上で開催します。

⑵感染症対策に協力いただけない場合は、参加をお断りします。
⑶新型コロナウイルス感染症は、65歳以上の方や基礎疾患を有す
る方の場合、重症化するリスクが高いとされています。参加にあ
たっては、慎重に判断してください。
⑷新型コロナワクチンの接種が可能な方は、原則として大会開催
２週間前までに３回以上の接種を終えてください。
※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、追加の
対応や負担をお願いすることがあります。詳細については、下記
ウェブサイトを確認してください。
▼感染症対策について
（https://www.osaka-marathon.com/2023/info/covid19/）
--------------------------------------------------------------------
◇開催可否判断
新型コロナウイルスの感染状況や地震、風水害などの災害のため、
安全な大会運営が困難と判断した場合には、大会を中止します。
大会中止の場合の参加料等については、中止までに要した経費等
を差し引いた上で返金の有無及び金額を決定します。
--------------------------------------------------------------------
◇個人情報について
主催者は個人情報の保護法令を遵守し、大阪マラソン組織委員会
のプライバシーポリシーに従って、参加者の個人情報を取り扱いま
す。プライバシーポリシーについては、下記ウェブサイトを確認して
ください。
▼プライバシーポリシー
（https://www.osaka-marathon.com/2023/policy/）
※主催者または大阪マラソンコールセンターから申込内容に関す
る確認連絡をさせていただくことがあります。
※取材に承諾いただいた参加者に限り、主催者が、共催
者及び関係メディア等に個人情報を提供させていた
だきます。

500円×2口以上

インターネット（パソコン・スマートフォンに限ります。） https://www.osaka-marathon.com/

①28,620人

 ②30人
（2022年大会からの権利移行者は含みません。）

【抽選】 定員を超えた場合は
抽選を行います。
（状況により追加当選通知を
行う場合があります。）

【抽選】 定員を超えた場合は
抽選を行います。

申込区分、定員、参加料等
〈別表〉

 ＊エリートランナー（300人）の募集は別途行います。

8月5日（金）10時

9月5日（月）17時

③市民アスリート ④大阪スポーツ応援ランナー ⑤チャリティランナー ⑥障がい者ランナー

19,100円以上

1,500人
（2022年大会からの権利移行者は含みません。）

1,000人
（2022年大会からの権利移行者は含みません。）

8月4日（木）12時

8月4日（木）17時 11月16日（水）17時

◎年代・性別毎に設定した基準タイム
　［18～39歳：3時間（男子）・3時間40
分（女子）、40～49歳：3時間10分（男
子）・3時間45分（女子）、50～59歳：3
時間25分（男子）・4時間（女子）、60～
69歳：3時間50分（男子）・4時間30
分（女子）、70歳～：4時間30分（男
子）・5時間10分（女子）］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2020年（令和2年）4月
1日以降のグロスタイムまたはネットタ
イム）を有する方に限ります。基準タイ
ムは大会当日満年齢によります。

◎申込時に資格審査のため、記録証の確
認を行います。記録証をデジタルデー
タ（PDF・画像データ）で送信してくだ
さい。

◎資格審査に通らなかった場合は再度
一般ランナーとして抽選を行います。
（再エントリーは不要です。）

◎ふるさと納税制度を活用して、募集期間内に
「大阪スポーツ応援ランナー」への寄附とし
て、大阪府「なみはやスポーツ振興基金」また
は大阪市「大阪市スポーツ振興基金」へ10万
円以上寄附された方（もしくは寄附者が指名
した方）に出走権を進呈します。参加料は別
途必要となります。なお、10万円以上の寄
附1件につき、お一人の出走となります。

◎ふるさと納税の納付書を利用する場合は、
８月26日(金)までに寄附申し込みが必要です。
　【納付書払いの手続き】
　  ８月   5日(金) 申込開始
　  ８月26日(金) 申込締切
　  9月20日(火) 納付締切
　10月18日(火) 着金確認
　10月26日(水) エントリー締切

◎10万円以上の寄附を確認できた方に、エン
トリーコードをメールでお送りします。下記
エントリー期間（※5）内にエントリー手続き
を完了しなかった場合は、大阪マラソンへの
参加ができませんので、ご注意ください。

　【エントリー期間】
　8月5日(金)10時～10月26日(水)17時

◎参加料とは別に、裏表紙記載のチャリ
ティパートナー（寄附先団体）に対し
て、1,000円の寄附を行うとともに
ファンドレイジングにより、69,000円
（計70,000円）以上の寄附を集めて
いただきます。

◎寄附金総額がファンドレイジング期間
内［2022年9月1日（木）～2023年
1月24日（火）］に最低寄附金額（チャリ
ティランナー自身の1,000円の寄附を
合わせた（計70,000円）に達しなかっ
た場合は、不足する金額をチャリティラ
ンナー自身に寄附していただきます。

◎身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、療育手帳のいずれかをラン
ナー受付時に提示いただきます。

◎落選した場合は再度一般ランナーとし
て抽選を行います。(再エントリーは不
要です。）

◎一般ランナーについて、今回はペア
及びグループでの募集を行いません。

◎競技用車いすランナーは、申込時に
出場大会名及び記録を明記ください。

定員

申込方法

申込受付
開始

申込締切

決定方法

結果通知

支払方法

注意事項

2022年大会からの
権利移行

決済方法

合計額
（※3）（※4）

事務
手数料

参加料

チャリティ
募金額
（※2）

参
加
者
の
決
定

参
加
申
込

参
加
料
等

申込区分
（※1） 

【先着順】 定員になり次第締め切ります。

17,200円

1,000円以上

─

500円×2口以上

800人
（2022年大会からの権利移行者は含みません。）

50人
（2022年大会からの権利移行者は含みません。）

8月5日（金）10時8月5日（金）10時 9月1日（木）10時

クレジットカード決済のみ

900円

国内/19,100円以上
国外/21,100円以上

国内/17,200円
国外/19,200円

9月5日（月）17時

メールの案内に従って、10月上旬以降にマイページでクレジットカードによる決済手続きをしてください。
指定した期日までに手続きを行わなかった場合、権利が無効となり、参加できません。

2022年大会の一般部門中止に伴い、2023年大会において出走権を行使できるランナーには、7月下旬に別途個別にメールにてご案内しております。

「なないろチャリティTシャツ（4,500円）」「なないろチャリティキャップ（2,500円）」

「チャリティウィンドブレーカー（6,000円）」「なないろチャリティアームウォーマー（1,800円）」

「チャリティマルチポケットパンツ（7,000円）」 

大阪マラソンコールセンター TEL.072-886-8930

※多数のお問合せが予想されますので、回答に時間を
　いただく場合があります。あらかじめご了承ください。

お問合せ先
メール：support@osaka-marathon.com

【受付時間】10:00～17:00（土・日・祝日を除きます）

チャリティグッズのご案内 売上の一部を
寄附させて
いただきます！  

大好評！

（※1）すべての申込区分に、日本陸連登録競技者と、日本陸連に登録してないランナーを含みます。（※2）参加料等とは別に、2口以上（1口500円）のチャリティ募金をお願いします。（※3）エントリー時に申し込んだチャリティ募金の口数
に応じて、合計額が変動します。（※4）チャリティグッズを申し込まれた場合は、合計額に購入分の金額が加算されます。チャリティグッズについては下記を参照してください。（※5）エントリー期間とは、募集期間内に大阪府または大阪市へ
寄附金を納付された方が、大阪マラソンのランナーとしてエントリー手続きを行う期間です。

申込受付後、3週間以内に
メールでの通知を予定しています。

寄附申込受付後、大阪府または
大阪市からメールで案内します。

10月上旬にメールでの
通知を予定しています。

10月上旬にメールでの
通知を予定しています。

①一般ランナー
②競技用車いすランナー

・クレジットカードの場合：10月12日(水)17時
・納付書を利用する場合： 8月26日(金)17時

※大阪市民に限定したものではありません。

三菱UFJ銀行 KIDS SPORTS FES!

※詳しくは、ホームページをご覧ください。

～スポーツの秋、大阪城公園を親子で楽しく走ってみよう～

親子ファンラン開催決定！！

2022年9月23日（金・祝）10:00～15:30 ※雨天決行
大阪城公園 太陽の広場
500組1,000名程度（先着順）
3,000円（親子ペアTシャツ付）
2022年8月5日（金）10時～

日　時

場　所

定　員

参加費

申込開始


