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実行委員会 事務局

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 板橋Cityマラソン実行委員会事務局（板橋区区民文化部スポーツ振興課内）
TEL: 03-3579-2654（平日 9：00～17：00）　FAX: 03-3579-2046　E-mail: i-c-m@city.itabashi.tokyo.jp

大会に関するお問い合わせ

2 0 2 3  板橋 C i t yマラソンO N L I N E

提携大会

●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）

【開催期間】 2023年（令和5年）3月1日（水）～3月21日（火・祝）
【種　　目】 フルマラソン（42.195km）　※開催期間中に累計42.195kmの完走を目指す。
【申込期間】 2022年（令和4年）12月1日（木)～ 2023年（令和5年）2月22日（水）
【参加資格】 2010年（平成22年）4月1日以前に生まれた方（中学生以上）

■ 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

交通のご案内

参加賞（板橋区制施行 9 0周年記念 Tシャツ）

大会会場周辺の宿泊施設

コース図（日本陸連公認／世界陸連（WA）認証コース）

TEAM ONE TOKYO -
東京陸協推薦枠

RUN as ONE - 
Tokyo Marathon（一般）

金沢マラソン

申
込
方
法

2「TATTA」を
　ダウンロード

4「TATTA」を起動し、
　開催期間中に
　42.195kmを走行

1RUNNETから
　「2023板橋Cityマラソン
　ONLINE」にお申込み

3「TATTA」を起動し、
　RUNNETと連携する

詳細は、11月頃、大会公式ホームページ等に掲載し、
お伝えいたします。

※原則、返品・交換はできませんので、予めご了承ください。
※お申込み時にサイズが未入力の場合、女性はS、男性はMサイズとさせていただきます。
※各サイズの数に限りがございますので、ご希望に沿えない場合があります。

2月下旬～3月上旬にナンバーカード等と一緒に事前発送します。エントリー時にサイズをご入力ください。

本大会の成績上位者に、金沢マ
ラソン2023の優先出場権（無
償）を進呈します。本大会の完走者の中から、3名

に東京マラソン2024の出走
権を進呈します。

本大会の完走者で「TEAM ONE TOKYO
入会者」且つ「東京陸上競技協会登録者」
の中から、15名に東京マラソン2024の
出走権を進呈します。

SS S M L LL 3L

身長（cm） 155-160 155-165 165-175 170-180 175-185 180-190

78-84 80-88 88-96 96-104 104-112 110-118胸囲（cm）

東京マラソン

Tシャツイメージ

折り返し地点
（21.1005km）

高低図

サイズ

スタート
フィニッシュ会場



ナンバーカード等
事前発送 大会当日

2月下旬～
3月上旬

お申し込みから大会参加までの流れ

エントリー
受付締切

板橋区民優先枠・
ふるさと納税枠

9/30（金）～
10:00から 12/9（金）

 23:59まで
一般枠

10/3（月）～
10:00から

3/19（日）
9:00
マラソンスタート

開催要項

・記録及び総合順位は、各ウェーブの号砲からのタイム（グロスタイム）で判定
します。
・年代別順位は、スタートラインを超えてからのタイム（ネットタイム）で判定します。
・制限時間内完走者は、WEB完走証をダウンロードすることが可能です。
※紙媒体による完走証の発行は行いません。

・陸連登録の部…男女1～8位
・一般の部…男女1～8位
・年代別…男女1～3位（陸連登録の部と一般の部を混合）
 年代：〔29歳以下、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上〕

【コ ー ス】 板橋Cityマラソンコース ※（公財）日本陸上競技連盟公認、世界陸連認証コース
 板橋区荒川河川敷内特設会場前（戸田橋上流）～荒川大橋（往復コース）
【競技規則】 2022年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規約によります。
【スタート方法】 スタート地点の密集回避及びスタート直後の混雑緩和と安全確保のため、
 ウェーブスタートを実施する予定です。

種目・部門・定員・参加費・制限時間

種目 部門 定員 参加費 制限時間

マラソン※1
（42.195km） 10,000人※2 ※3 11,550円※4 ※5 7時間（16時00分まで）

（１）陸連登録の部

（２）一般の部
※1：新型コロナウイルス感染症対策のため、今大会においては「5km」「ジュニア3km」「キッズラン（500m/1km/1.5km）」「車いす1km」を実施しません。
※2：（1）（2）の両部門の合計人数とします。 ※3：2022板橋CityマラソンONLINEにおける2023板橋Cityマラソン優先出走権当選者[10名]を含みます。
※4：入金時に手数料635円が別途発生します。 ※5：今後の新型コロナウイルス感染症対策の状況により、参加費を変更する可能性があります。

記録計測 表彰

◆大会公式ホームページ
　（https://i-c-m.jp/）　

◆大会公式Twitter
　（@Ita_city_run）

大会に関するお知らせを随時情報発信しますので、
ぜひご注目ください！！

第1ウェーブ
9時00分
約1,700名

9時06分
約1,700名

9時12分
約1,700名

9時18分
約2,500名

9時24分
約2,500名

号砲時間
人数

第２ウェーブ 第3ウェーブ 第4ウェーブ 第5ウェーブ

【名　　称】 2023板橋Cityマラソン
【主　　催】 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
【主　　管】 （公財）東京陸上競技協会
【開催日時】 2023年（令和5年）3月19日（日）
 9時00分～16時00分

エントリー
受付開始

定員になり次第締め切ります。 ご登録の住所宛てにナンバー
カードや参加賞等を郵送します。

主催者の定める「申込規約」、「個人情報の取り扱いについて」、「新型コロナウイルス感染症防止
対策及び大会中止規定」にご同意いただいたうえで、2023板橋Cityマラソンにお申し込みください。

個人情報の取り扱いについて
主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報取扱規則に基づき、個人情報を取り扱います。個人情報は、大会参加者へのサービス向上及び安全の確保を目的とし、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提供、記録発表・収集、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事業者より
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事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。
また、新型コロナウイルスの感染に関連して、行政機関から個人情報の提出を求められた場合、適切な方法を用いて当該行政機関に個人情報を提供することがあります。

１ 参加者の自己都合による申込後のキャンセル・権利譲渡・名義変更・代理出走はできません。ただし、権利譲渡（ゆずれ
～る）に限り、申込終了後の定められた期間内において権利譲渡ができるものとします。

２ 過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
３ 定員を超える申し込みがあった場合、入金期限内に参加費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、参加費等の返金はできません。

４ 同一人物による重複申込はできません。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。
５ 地震・風水害・降雪・事件・事故・疫病、国・都道府県等の自粛要請による開催中止または縮小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、参加費・手数料は返金いたしません。ただし、収支状況を精査し、
返金（返還）が可能な場合は主催者において対応を検討いたします。

６ 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いません。

７ 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、その他安全管理・大会運営上の指示に従います。

８ 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。

 ９ 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。

10 参加者は、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了承します。
11 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。

12 インターネット機器・回線の不具合による申し込みや入金の遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。
13 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。

14 主催者は、個人情報の保護に関する法律、関連法令等を遵守し、主催者の定める「個人情報取扱規則」に基づき、個人情
報を取り扱います。

15 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）。

申込規約 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。

新型コロナウイルス感染症防止対策及び大会中止規定（概要版）
１　新型コロナウイルスワクチン接種済又は陰性証明の宣誓
　より安心・安全な大会運営のため、ランナーの皆さまは、大会出走受付にてワクチン接種歴や
陰性証明等を証明する「新型コロナワクチン接種済等宣誓書」※1を提示してください。なお、宣
誓書等を提示いただけない場合は、参加をお断りいたします。
※１：宣誓書は、２月下旬～3月上旬に送付予定のナンバーカード等に同封するほか、大会公式

ＨＰからもダウンロード可能です。
２　健康管理チェックサイトの画面提示（又は健康管理チェックシートの提出）について
　本大会に参加するランナーは、受付時に大会開催８日前までの健康状態を入力した、本大会
専用の健康管理チェックサイト※２の画面の提示（又は「健康管理チェックシート」の提出※３）をして
ください。健康管理チェック結果に問題がある場合、参加を辞退していただきます。（健康管理チェッ
クシートの「接触歴・行動歴」及び「健康状態」の各項目のいずれか１つに該当する場合は参加を
辞退いただきます。）また、提示・提出をいただけない場合や虚偽の記入をされた場合は参加をお
断りします。
※２：大会公式ＨＰ（https://i-c-m.jp/）からアクセスが可能です。
※３：健康管理チェックサイトが利用できる環境にない方は、大会公式ＨＰから「健康管理チェック

シート」をダウンロードのうえ、ご利用ください。
３　感染症対策のための誓約事項
　ランナーの皆様は、以下の事項について誓約の上、大会にご参加下さい。
（１）大会の感染症防止対策や中止規定並びに、個人情報の取得、目的、提供の内容について

了承します。
（２）参加辞退規定
　　①大会当日に37.5℃以上の発熱があった場合や、健康管理チェック結果に問題がある場合

（健康管理チェックシートの「接触歴・行動歴」及び「健康状態」の各項目のいずれか１つ
に該当する場合）。

　　②大会前日までに新型コロナウイルス感染症の療養期間が終了していない場合。
　　③3月14日（火）以降に濃厚接触者と認められた場合。
（３）感染発覚時における主催者への報告及び自治体や保健所等の調査協力
　　①大会終了後、 3月26日（日）までに感染症への感染が発覚した場合は、主催者に報告し、

自治体や保健所等の調査に協力します。

　　②大会終了後に感染症に感染した参加者が発見された場合には、その感染経路の特定に
協力します。

４　新型コロナウイルス感染症による大会中止決定の判断基準について
（１）大会開催１か月前以降に緊急事態宣言が発せられた場合。
（２）板橋区からイベント開催の自粛指示があった場合。
（３）新型コロナウイルスに関する医療体制が逼迫している場合。
（４）医療・救護班を担当する医師、看護師の確保ができない場合。
（５）マラソンコースに隣接する他自治体体育施設の借用許可が得られない場合。
５　参加にあたっての要件について
（１）大会が求める「新型コロナワクチン接種済等宣誓書」の提出。健康管理チェックサイトの画

面提示（または健康管理チェックシートの提出）、競技中以外のマスク着用、手指消毒などの
感染防止対策に従っていただけない場合は、参加をお断りします。

（２）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旨を認識したうえでご
参加ください。

（３）過去に感染症や心臓病にかかった方、また診断を受けている方については、大会前にかかり
つけ医を受診するなど、健康管理には十分注意してください。

６　参加費について
　本規定１～５の事由により参加を辞退又はお断りした場合、参加費の返金は行いません。
７　個人情報の取り扱いについて
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、行政機関より個人情報の提出を求められた
場合、適切な方法で個人情報を要請のあった行政機関に提出することがあります。
８　本規定の記載事項について
　本規定に記載された事項は、新型コロナウイルス感染症の感染状況及び政府・自治体からの
要請等により追加・変更されることがあります。
※本規定の詳細な内容につきましては、大会申込開始日までに大会公式HP（https://i-c-m.jp/）にて
随時更新していきますので、お申し込みの前に必ずご確認・同意いただいたうえでお申し込みください。

エントリー（先着）

※参加費をお支払いいただいた時点で申込み完了となります。　※申込期間外に申込み及び参加費の支払いをした場合、申込みは無効とします。

種目
申込期間
枠

参加費

対象

定員

参加資格

申込方法

マラソン（42.195km）

日本国内に居住している方で、19歳以上（大会当日）で、健康かつ心疾患がなく競技に耐えうる体力がある方
（1）陸連登録の部：2022年度日本陸上競技連盟登録競技者
（2）一般の部：2022年度日本陸上競技連盟未登録者等

インターネットエントリー（RUNNET）による申し込み（先着） ※専用振替用紙による受付は行いません。

ふるさと納税枠 一般枠
令和4年9月30日（金）午前10時～12月9日（金） 令和4年10月3日（月）午前10時～12月9日（金）
板橋区民優先枠

11,550円

500人 90人 9,400人

11,550円

板橋区内に住所があり、 
参加資格を満たす方

板橋区外に住所があり、 
参加資格を満たす方 参加資格を満たす方

無料
（寄付金40,000円以上に参加費を含む）

（インターネットエントリー）大会公式ホームページ、

https://i-c-m.jp/
大会公式ホームページ

https://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。

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込みください。支払方法は、お申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：参加費4,000円まで220円、4,001円以上は5.5%(税込)。詳細はRUNNETでお知らせ致します。

　　　　　　　　 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。
【ゆずれ～る期間】
区民優先枠・ふるさと納税枠：2022年9月30日（金）～12月11日（日）
一般枠：2022年10月3日（月）～12月11日（日）

申込方法

◆お申込み時の住所が板橋区内の方は、本枠から優先的にエントリーすることが
可能です（先着500名）。

◆「板橋区民優先枠限定カラー」のナンバーカードを発行します。
◆一般枠との重複申込はできません。
◆「板橋区民優先枠」のエントリーが定員に達した場合にも、一般枠エントリーによ
るお申込みが可能です。
◆グループエントリーの利用については、グループ全員が板橋区居住者である場
合に限り、対象になります。

「板橋区民優先枠」「ふるさと納税枠」を新設しました！
板橋区民優先枠【先着500名】

◆ふるさと納税制度を活用し、板橋区へ40,000円以上を寄付していただいた区外
在住者の方に2023板橋Cityマラソン優先出走権を進呈いたします。

◆「ふるさと納税枠限定カラー」のナンバーカードを発行します。
◆寄付はインターネットのふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」から
　お申込みください。お支払いはクレジットカード等のキャッシュレス
　決済に限ります。
◆一般枠との重複申込はできません。
〈寄付申込に関する問い合わせ〉
板橋区政策経営部経営改革推進課 TEL:03-3579-2060 （平日9:00-17:00）

ふるさと納税枠【先着90名】 ※区外在住者対象
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