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板橋区荒川
河川敷内
特設会場

蓮根駅
●工事予定箇所
　大会当日、工事が完了していない場合、
　走路面の一部に走りづらい箇所があり
　ますので、ご注意ください。

大 会 オ リ ジ ナ ル 帽 子 の 販 売 に つ い て

大会オリジナル帽子を500円で販売いたします。ご希望の方は、申し込み時に「帽子の購入を希望」欄にご記入のうえ、参加料と

帽子代金500円を合わせた金額をエントリーと同時にお支払いください（帽子はお1人様1個までとさせていただきます）。

●サイズはフリーサイズです。(サイズの目安：56cm～59cm)
●カラーは、グレー（メッシュ部分・文字カラーはブラック）のみとなります。
●帽子は、参加案内・ナンバーカードなどと一緒にお送りいたします（2019年3月上旬）。
●お申し込み後の購入・キャンセルはできません。
●詳しい情報は、大会ホームページでご確認ください。

高低図

メイン
会場では
イベントの
開催や

ブース出展を
予定！

給水＆給食サービスが
15カ所と大充実!

5km地点から約1.5km～3.5kmごとに給水・給食所
を15カ所に設置！ 十分な量をご用意してランナー
の皆様をお待ちします！ 種類もパンやバナナをは
じめ豊富に準備。フィニッシュ地点では名物の
シャーベットステーションが待ってますよ！

　フラットで走りやすく、自己ベストが狙いやすい！
ゆったりとした制限時間で走りやすく！

マラソン以外にも気軽に参加できる種目をご用意！

コースは荒川河川敷。アップダウンが少なく、初めてのフルでも走り
やすいコースです。もちろん日本陸上競技連盟公認。日本陸連に登
録すれば、公認記録を持つことができます。また、5km、ジュニア
3km、キッズラン（500m・1km・1.5km）、車いす1kmとマラソン
以外にも多くの種目を用意。家族や仲間でランニングを楽しもう！

参加者の方への
お願い

自身の健康管理には自分で責任を持ち、必ず事前に各自で健康診断を受け、健康状態を確認してください。
大会当日、体調の悪い方は走らないでください。また、競技中に異常が感じられた場合は、速やかに競技を中止
してください。競技中の事故については、応急処置のみ主催者側で行いますが、その後の責任は一切負いません。

交 通 の ご 案 内 大会会場周辺の宿泊施設

パンフレットおよび専用振替用紙のご請求先・大会についてのお問い合わせ

●JR埼京線「浮間舟渡駅」から徒歩15分
●都営地下鉄三田線「蓮根駅」から徒歩15分
●国際興業バス「舟渡小学校」から徒歩5分
（東武練馬駅・高島平駅・浮間舟渡駅発）

■ 板橋センターホテル
 東京都板橋区氷川町1-2
 TEL 03-5944-4455
■ 東横INN埼玉戸田公園駅西口
 埼玉県戸田市本町5-2-5
 TEL 048-434-1045

板橋Cityマラソン
事務局

〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1板橋区役所内　TEL.03-3579-2654（平日9:00～17:00）※土日祝および12/29～1/3休業
e-mail  i-c-m@city.itabashi.tokyo.jp　★車いす1kmの申し込み方法　マラソン事務局まで直接お問い合わせください。

POINT

1
POINT

2
POINT

3

JR東北･上越･
北陸新幹線

5km 15km10km 35km30km25km20km 40km F
I
N
I
S
H

S
T
A
R
T

10

20

2

3

1

4

5

※一部変更あり

（オンワード商事製）



開 催 要 項

Information

申込規約

申込期間

申込規約及び主催者の定めたその他の規約に同意のうえ、申し込みます。

大会に関するお知らせを随時更新していきますので、ぜひご注目ください。大会ホームページ（http://i-c-m.jp/）にご注目！！

申 込 方 法
板橋Cityマラソン実行委員会
板橋区・国土交通省荒川下流河川事務所
（公財）東京陸上競技協会・読売新聞社
（公財）東京陸上競技協会
（公財）東京陸上競技協会
（株）タニタ
2019年3月17日（日）
東京都板橋区荒川河川敷内特設会場
（国道17号線戸田橋上流）
板橋Cityマラソンコース
※（公財）日本陸上競技連盟公認
マラソン15,000人（先着順）
※参加料をお支払いいただいた時点で
　 申し込み完了となります。
※定員になり次第締め切ります。  定員を
　 超えた場合は、参加料等から送料及び
 　事務手数料を差し引いて返金いたします。

【主　　催】 
　　　　　
 
 
【主　　管】 
【特別協賛】
【開 催 日】
【開催場所】 
 
【コ ー ス】
 
【定  員】
 
　　　　　
 
 　　　　　
               

マラソン7時間（号砲から）
途中関門：中間地点3時間30分（12：30）、38.6km地点6時間30分（15：30）
マラソンのスタート整列は安全でスムーズなスタート運営を行うため、陸連登
録の有無に関わらず、申込時のベストタイム及び申告タイムを参考にしてスタ
ート時の待機ブロックを設定します。①ベストタイムは2015年10月以降に記
録したマラソンの記録が対象で、申込時に大会名・年・タイムを記入してくださ
い。②申告タイムは自身の走力に応じたタイムを記入してください。実際の走
力と大きく異なるタイムの申告は安全面と他の参加者の走行の支障となるた
めおやめください。タイムが未記入、読み取れない、確認できない場合は最後
尾ブロックからのスタートとなります。なお、タイムはマラソン事務局から照合
する場合があります。
2018年度日本陸上競技連盟競技規則及び大会規約により行います。
板橋CityマラソンはRUN as ONE ‒ Tokyo Marathon 2020（準エリート）
の提携大会です。成績上位者には「準エリート」として東京マラソン2020の出
走権を付与します（陸連登録の部（東京陸上競技協会所属）で参加される方が
対象となります）。対象の方には大会終了後に直接ご連絡いたします。本大会
で取得する個人情報は、東京マラソン財団に電磁的方法により提供されます。
提供する個人情報は、①氏名②性別③生年月日④連絡先⑤記録（リザルト）と
なります。
正式記録はグロスタイム （号砲からのタイム） で表示されますので、 ご注意くだ
さい。記録証及び完走証の表示もグロスタイムとなります。記録証・完走証は、
グロスタイムで制限時間内に完走された方にお送りいたします。

【制限時間】 
 
【スタート整列】 
　　　　　 
 　　　　　
                
                
                
                
                
　　　　　 
【競技規則】  
【提携大会】  
　　　　　 
                
                
                
                
                
【注意事項】  
                
                

※いずれも先着順で、お申し込み後の参加料等は返金できません（定員超過の場合は、参加料等から送料及び事務手数料を差し引いて返金いたします）。
※参加料には記録計測用のチップ代、保険料を含みます。
※表彰は各部をグロスタイム（号砲からのタイム）、年代別をネットタイム（スタートラインからのタイム）で行います。
※障がいがあり伴走者と参加される方には、当日会場で伴走ナンバーカードをお渡しします（無料）。

競技種目／参加資格 定員 表　彰 記　録 参加賞参加料制限時間

マラソン
（スタート9：00）

5km
（スタート10：30）

ジュニア3km
（スタート10：10）

キッズラン
（スタート9：30）

車いす1km
（スタート9：55）

陸連登録の部 陸連登録の部

高校生の部
一般の部

中学生

小学1～2年生500m
小学3～4年生1km
小学5～6年生1.5km

小学生以上の車いすの方

19～29歳
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳以上

7時間

45分

25分

10分

10分

15分

男女1～6位

男女年代別
各1～3位

男女各部門
1～8位

大会オリジナル
タオル

一般の部

男女各部門1～6位

男女各部門1～6位

表彰・ランフォトはありません。

15,000人

無料

6,500円

1,500円
2,000円

1,000円

2,000人

80人

140人
140人
140人

設定無し

制限時間内完走者
全員に、5km毎・中
間スプリットタイム
入り記録証または
完走証を2019年
4月下旬送付予定

制限時間内完走
者全員に、完走証
を2019年4月
下旬送付予定

競技終了後、会場で
完走証をお渡しします。

※陸連登録の部：記録証
一般の部：完走証

2018年10月9日（火）午前9時より、大会ホームページ、
RUNTES、専用振替用紙にて申込受付スタートです!

専用振替用紙（コピー不可）に必要事項をご記入の上、参加料等を添えて、ゆうちょ銀行または郵便局窓
口でお申し込みください。確認用にコピーと受領証を大会まで保管してください。　※払込手数料130円

または　  専用振替用紙でお申し込みいただけます。大会ホームページA B

（インターネットエントリー）大会ホームページA

B 専用振替用紙

個人情報の
取り扱いに
ついて

、

、

※2018年10月9日（火）午前9時より前に申し込んだ場合、各エントリーは無効となり、参加料等
　の返金はできません。
※車いす１kmはマラソン事務局まで直接お問い合わせください。

5km､ジュニア3km､キッズラン500m•1km•1.5km､車いす1km
2018年10月9日（火）午前9時～12月17日（月）

2018年10月9日（火）午前9時～12月17日（月）

2018年10月9日（火）午前9時～11月30日（金）
マラソン 一般の部

マラソン 陸連登録の部

http://i-c-m.jp/
大会ホームページ

http://runnet.jp/
※エントリーの際はRUNNETへの会員登録（無料）が必要です。　※「エントリーの手順」を参照してください。
※大会オリジナル帽子をご購入の場合、帽子代金を含む金額からエントリー手数料が算出されます。

インターネットから大会エントリーページの指示に従ってお申し込みください。支払方法は、お申し込み
の際にお選びいただけます（クレジットカード、コンビニ、ATMなど）。※エントリー手数料は、支払総
額4,000円まで205円、4,001円以上は5.15％（税込）

主催者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人情報（氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電 話番号、携帯電話番号、メールアドレス、国籍、緊急連絡先氏名・電話番号・ 本人との関係、
記録、所属、位置情報、診療情報）を取り扱います。大会の映像・写真・記事・記録等大会参加者へのサービス及び安全の向上を目的とし、 参加案内の送付、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案内、大会協賛・協 力・関係各団体からのサー
ビスの提供、記録発表・収集（大会ホームページ、 ランキング等）、東京マラソン財団への準エリート推薦及び連携大会への参加案内、保険、診療等を行う場合に利用いたします。また、主催者もしくは委託 先からの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。本大会運営に関わる範囲内で関連事業者及び委託業者へ提供する必要がある場合、保険加入の申請のために保険会社より提供を求められた場合、診察に関わる情報を学術の目的で使用する場合、
記録に関わる情報をテレビ・新聞・雑誌・インターネット等へ掲載する場合に第三者提供を行います。

参加者の自己都合による申込後の種目変更・キャンセル・権利譲渡・
名義変更はできません。ただし、権利譲渡（ゆずれ～る）対象種目
の場合に限り、申込終了後の定められた期間内において出走権譲渡
ができるものとします。 
過剰入金・重複入金の返金はいたしません。定員を超える申し込み
があった場合、入金期限内に参 加料の支払いが完了していても、
入金日によっては申し込みが無効となる場合がございます。その場 
合、主催者が定める方法により返金されます。なお、申込受付開始
日時より前に申し込みをした場合、 申し込みは無効となり、参加料
等の返金はできません。 
申し込みは１人１種目となります。同一人物による重複申込は受け
付けられません。同一人物によ る重複申込が判明した場合は失格
とし、申込後の返金はいたしません。 
地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病等による開催縮小・中止に
ついてはその都度主催者が判断し、決定します。なお、開催縮小・
中止の場合、参加料・手数料は返金いたしません。 
参加者は、心疾患・疾病等が一切なく、健康に留意し、十分なトレー
ニングをして大会に臨みます。 また、本大会に関連して発生した傷
病、事故、紛失等のあらゆる損害に関し、全て参加者自身の責任 に
おいて本大会に参加するものとし、主催者に対し一切の請求や異議
申立てを行わないものとします。 
参加者は、本大会開催中に主催者から競技続行に支障があると判
断された場合、主催者による競技 中止の指示に直ちに従います。
また、その他主催者の安全管理・大会運営上の指示に従います。 
参加者は、本大会開催中に自身について傷病が発生した場合、自身
が応急手当を受けることにつき一切の異議を申し立てないととも
に、応急手当の方法（使用する薬剤等の選択を含む）、経過等につ
いて、主催者並びに応急手当の実施者及びその使用者の責任を一
切問いません。応急手当実施後に、参加者が応急手当以外の医療
行為を受けた場合には、その費用は参加者が全て直ちに支払うもの
とし、 主催者に対して一切負担をかけません。 
参加者は、本大会開催中の事故、紛失、傷病等に関し、主催者の責
任を免除し、損害賠償等の請求を行いません。また、参加者以外の
者を代理として、かかる請求を行いません。
本大会開催中の事故・傷病に対する補償は主催者が加入した保険
の範囲内であることを、参加者（参加者が未成年の場合は保護者）
は了承します。
参加者の家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、及びチー
ムメンバー（代表者エントリーの 場合）は、参加者が本大会に参加
すること及び主催者が定めるあらゆる規約の内容を承諾していな
ければなりません。

年齢・性別・記録等の虚偽申告、申込者本人以外の出場（代理出
走 ) 、重大なマナー違反等は禁止です。これらの場合、参加者は、
出場・表彰の取り消し、次回以降の大会への出場の禁止又は出場資 
格はく奪等、主催者のあらゆる決定に従います。さらに、主催者は、
虚偽申告をした者及び申込者本 人以外の出場者に対しては、救護・
返金等一切の責任を負いません。 
マラソンのスタート整列は安全でスムーズなスタート運営を行うた
め、陸連登録の有無に関わらず、 申込時のベストタイム及び申告タ
イムを参考にしてスタート時の待機ブロックを設定します。なお、 
申告タイムよりベストタイムを優先してブロックを設定します。 ベ
ストタイムは 2015 年 10 月以降に参加したマラソンの記録（タイム・
大会名・年）が対象です。 申告タイムは自身の走力に応じたタイム
を記入してください。実際の走力と大きく異なるタイムの申告はお
やめください。タイムが未記入、読み取れない、確認できない場合
は最後尾ブロックからのス タートとなります。なお、タイムについ
てはマラソン事務局から照合する場合があります。 
小学生以上の方で車いす等を使用する場合は、出場可能種目が「車
いす 1km」に限られますのであ らかじめご了承ください。 
参加案内、記録証等を正しい住所に発送する必要があるため、住所
変更等を行った場合は、氏名・ 生年月日・旧住所・新住所・連絡先
をマラソン事務局まで速やかにご連絡ください。 
各種目ともペット・補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）を連れての
参加はできません。 
伴走者の参加料は無料ですが、伴走者の記録は計測されません（伴
走者がエントリーをしている場 合は除く）。伴走者のゼッケンは大
会当日にメイン会場内の受付サポートコーナーでお渡しします。 補
助犬の伴走はできません。 
インターネット機器・回線の不具合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。 
参加者は、氏名、年齢、住所（出身国名、都道府県名又は市区町村名）、
記録、所属、大会中に撮影 された映像・画像、大会に関する記事等が、
各種メディア（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、パンフレ ット、インター
ネット等）にて利用、掲載、報道等、あらゆる方法で用いられるこ
とについて同意し ます。また、掲載権、肖像権、その他一切の権利は、
全て主催者に帰属するとともに、その対価を一 切放棄します。 
大会申込者の個人情報の取り扱いは、個人情報の保護に関する法
律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針等に則り
ます。 
上記の申込規約の他、主催者が別途定める大会規約に則ります（齟
齬がある場合は大会規約を優先します）。

　　　　　　　　 の対象大会です（サービスについては http://runnet.jp/runtes/guide/yuzureru/参照）。
サービスをご利用希望の方はゆずれ～るエントリー期間中に手続きを行ってください。※専用振替用紙でお申し込みされた
方はサービス対象外となります。【ゆずれ～る期間：平成30年10月9日（火）～31年1月4日（金）】
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

初フルランナーから日本記録を目指すトッ
プランナーまで、マラソンを走るすべての
ランナーを応援するプロジェクト。

東京都主催のパラスポーツ体験ができる
プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」
をマラソン会場で実施いたします。　　
　
　 　

※主催：一般財団法人アールビーズスポーツ財団
※詳しくは、MCC公式HPをご覧ください。

http://www.marathon-cc.com/
優勝タイム

男子

女子

2時間19分27秒

2時間45分11秒

マラソン出走者数

マラソン完走者数

完　走　率

13,849人

13,412人

96.8％

最高齢完走者

90歳

81歳

MCC（マラソンチャレンジカップ）
   参加大会！NO LIMITS CHALLENGE

※年代別表彰対象は
2019大会より陸連
登録の部／一般の部
の混合となります。  

一般の部
※19歳以上(大会
　当日)の健康で
　心疾患なく競技
　に耐えうる体力
　をもつ方 　　

2018板橋Cｉtyマラソン
データ

※開催要項【スタート整列】をよくご確認の
　上でお申し込みください。

スタート整列は安全でスムーズなスター
ト運営を行うため、陸連登録の部・一般の
部を混合して、申込時のベストタイム及
び申告タイムを参考に、スタート時の待
機ブロックを設定します。タイムが未記
入、読み取れない、確認できない場合は
最後尾ブロックからのスタートとなります
ので、ご注意ください。

マラソンスタート
整列について

その１ 申告タイムは正確に記入する！
実力以上のブロックからのスタートは、後続ランナーの迷惑に
なります。事故の原因にもなりますので、絶対にやめましょう。

その2 自分のブロックに並んでスタートする！
スタート位置のブロックは、申込時のベストタイム及び申告タイ
ム順で設定されています。安全・安心に競技を実施するため、
指定されたブロック以外には入らないでください。

その3 割り込みは絶対にしない！
時間に余裕を持って集合しましょう。集合時間に間に合わな
かった場合は、最後尾からのスタートになります。

その4 競技中もマナーを守り、楽しく走る！
コース上へのゴミの投げ捨て、急な進路変更、グループでの並走等、
他のランナーに迷惑がかかる行為はしないでください。

マナーを守って
楽しく走ろう

※大会新

重要！！重要！！
スタート・5km毎・ハーフ地点の通過記録を計測し、リアル
タイムでPC・携帯電話から閲覧することが可能です！
※ナンバーカードまたは氏名を入力し検索することで、計測
　地点ごとの通過記録を調べることができます。

大会ホームページの「応援navi」を活用すると、当日の計
測データからランナーの位置情報を予測して地図上に表示
するWebアプリケーションをご覧になることが可能です。
応援したいご家族・ご友人がいる方
は是非ご活用ください。

詳しくはこちら
http://runnet.jp/runtes/update/

ランナーズアップデートサービス

応援したいランナーの位置がすぐわかる！

（オンワード商事製）

マ
ナ
ー
向
上
の
た
め
、
や
っ
て
は
い
け
な
い
6
つ
の
こ
と


