








I 横浜マラソン 2020大会概要

I 開催日

2020年11月1日（日）

I メイン会場

パシフィコ横浜

I 主催

横浜マラソン組織委員会
横浜市、神奈川県、（公財）横浜市体育協会
（一社）横浜市陸上競技協会
横浜市スポーツ推進委員連絡協議会
横浜市町内会運合会、神奈川県走友会連盟
（公財）神奈川県体育協会、（一財）神奈川陸上競技協会
神奈川県大北団控上競技連盟
神奈川県スポーツ推進委員連合会
（一社）横浜青年会議所、（公財）よこはまユース
（社福）横浜市リハビリテーション事業団
（公社）横浜市身体障害者団体連合会
横浜商工会議所、（一社）横浜市商店街総連合会
（公財）横浜観光コンベンション・ ビューロー

（一社）横浜市医師会、横浜港運協会、神奈川倉庫協会
（一社）横浜みなとみらい21 、（株）横浜国際平和会議場
山下公園通り会、横浜エフエム放送（株）
（株）アール・エフ・ラジオ日本、神奈川新聞社
（株）テレビ神奈川、（一社）神奈川票バス協会
（一社）神奈川県タクシー協会、（一社）神奈川県トラック協会

1 プロデュ ーサー

坂本雄次

I 主管

一般社団法人横浜市陸上競技協会

I 協賛

●オフィシャルパートナ ー

ENEOS(JXTGエネルギー株式会社）
株式会社ロ ーソン、株式会社アマダ
日産自動車株式会社、アンダーアーマー

株式会社メルカリ、株式会社横浜銀行
株式会社杉孝グループホールディングス
株式会社京三製作所
日清オイリオグループ株式会社
株式会社ファンケル、第一生命保険株式会社
株式会社フォトクリエイト、東急グルー プ
アクエリアス、リストグルー プ
キリンビール株式会社
株式会社横浜岡田屋（モアーズ）

●横浜サポーター

古河電池株式会社、富士通株式会社
株式会社ありあけ、横浜油脂工業株式会社
フィー ド ・ ワン株式会社、横浜ベイクォーター

NPO法人おれんじハウス
株式会社キタムラ、フクダ電子株式会社
株式会社城山、株式会社野毛印刷社
プライムケア東京株式会社
フレッシュ ・ デルモンテ・ ジャパン株式会社
株式会社ミッハシ（ミッハシライス）

1 運営協力

横浜市スポー ツ推進委員連絡協議会

I 協力
首都高速道路株式会社、日産グロ ーバル本社
富士ゼロックス株式会社、パシフィコ横浜
相鉄グループ、京浜急行電鉄株式会社
横浜高速鉄道株式会社
東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社
日本体育大学、横浜市内救急協力医療機関
横浜市交通局、横浜市消防局
公益財団法人横浜市緑の協会

m 
観光庁、朝日新聞社
公益社団法人日本スポーツ協会 

1 運営管理

横浜マラソン組織委員会事務局

I 競技規則
本大会の大会規定および日本陸上競技連盟競
技規則を準用する

1 種目
■フルマラソン (42.195km)
■1/7フルマラソン (6.0278km)
■1/7フルマラソン（車いす）
■2km（車いす）

1 参加資格
■ フルマラソン

2002年（平成14年） 4月 1日以前生まれの方
で、フルマラソンを6時間以内で完走できる方

■1/7フルマラソン
2005年（平成17年） 4月1日以前生まれの方
で、6.0278kmを50分以内で完走できる方

■1/7フルマラソン（車いす）
2008年（平成20年） 4月 1日以前生まれの方
で、6.0278kmをレ ース仕様の車いすで30
分以内で完走できる方

■2km （車いす•付添伴走（介助）可）
2014年（平成26年） 4月 1日以前生まれの方
で、2kmをレース仕様以外の車いすで40分以
内で完走できる方

1 参加料

■フルマラソン 16,200円
■1/7フルマラソン 4,300円

■1/7フルマラソン（車いす） 4,300円
■2km（車いす ・付添伴走（介助）可） 3,200円
■チャリティ枠 フルマラソンのみ 51,200円

（フルマラソン参加料16,200円＋寄附金35,000円）
※寄附金35,000円については税法上の優遇措置があります。
■ふるさと納税枠 フルマラソンのみ 116,200円以上

（フルマラソン参加料16,200円廿苔附金100.000円以上）
※上記参加料に加え、別途手数料がかかります。
【参加料の改定】
2019年10月から消費税率が改定されたこと。また、大会の警備を
中心とする安全対策費の増加のため、このたぴ、参加料を改定させ
ていただきます。
安心•安全な大会を継続的に開催するため、何卒ご理解をお願いい
たします。

1 スター ト地点・フィニッシュ地点

スタ ー ト地点

みなとみらい大橋

- スタ ー ト峙刻 フィニッシュ暇l 伺限峙間

フルマラソン 8:30 15:00 6時間30分

1/7フルマラソン 8:30 9:50 1時間20分

17フルマラソン（車し＼す） 8:20 8:50 30分

2km（車いす） 9:40 10:20 40分

I 関門情報（予定）

一
場所・交差点名

横浜公園
A突堤入口
本牧陸橋付近
プー ルセンター入口
新森高架橋付近
横浜南部市場（折り返し）
首都高56.1KP
首都高51.5KP
横浜港シンボルタワ ー（折り返し）
A突還入口
山下ふ頭入口
横浜赤レンガ倉慮付近
フィニッシュ

関門地点(km) 関門時刻
4.4 9:36 
8.1 10:03 

10.5 10:21 
14.5 10:52 
17.2 11:13 
19.9 11:35 
23.0 12:01 
27.6 12:41 
34.3 13:41 
37.3 14:10 
38.6 14:23 
41.3 14:52 

42.195 15:00 
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フルマラソン 18か所 1/7フルマラソン 1か所

■ アンダー アー マ ー製Tシャッ

（男女別各6サイズ展開）※

■ キタムラオリジナルグッズ

■ 出走記念タオル

■完走メダル

（リタイアの場合は出走記念メダル）

※参加賞Tシャッ

芸
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トピ乱芸』芸」主』豆祉芸：

塁且翠乱言土言言圭匡※申込後のサイズ変更は出来ませんのでご注意ください。
※大会申込の性別と異なる性別のTシャッサイズは選択できませんの

でご注意ください。

1 注意事項（ランナー受付）

・大会参加にはランナー受付が必要です。
・受付は10月 30日（金）・10月 31日（土）の両日11:00
~20:00のみとなります。

•大会当日 (11月1日（日））のランナー受付は行いません。
•本人受付が原則ですが、やむを得ない事情で本人が
来られない場合は代理人での受付を認めます。

・代理受付の場合は、誓約書、委任状、代理人本人の確
認書類が必要となります。

・地元優先枠でお申し込みの方は、本人確認のほかに、
住所が確認できる書類にて住所確認を行うことがあり
ます。

・女性ランナー優先枠でお申し込みの方は、本人確認の
ほかに、性別が証明できる書類にて確認を行うことが
あります。

●お申し込み者は、下記の規約を必ず確認・同意のうえ、お申し込みください。
(1) 自己都合による申し込み締切後の登録内容の変更、修正、キャンセルはできません。また、過剰入金 ・ 重複入金の返

金はいたしません。

(9)スタートをスムーズかつ安全に行うために「申告タイム」にて走力順の待機ブロックを設定します。
(10)申込者本人以外の出場（不正出場）、コ ースのショ ー トカット等（不正行為）は一切、認めません。これらが発覚し

た場合、出場・表彰等の取り消しを行います。また、主催者は虚偽申告 ・ 代理出走者に対する1i1i償・返金等一切の
責任を負いません。(2) 大会開催中に主催者が競技続行に支障があると判断した場合、競技及び出走を中止させることがあります。また、

そのほか、主催者から安全管理・大会運営上の指示を行うことがありますが、これに対する異議は一切認めません。
(3) 大会当日の公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切の賣任を負いません。
(4) 主催者は、疾病 ・ 傷病•そのほかの事故に対し、応急処置を除いて一切の賣任を負いません。
(5) 大会開催中の事故、紛失、傷病等に関しては、自己の賣任において大会に参加してください。
(6) 大会開催中の事故・傷病への補償は、大会側が加入したスポーツ傷害保険の範囲内となります。
(7)家族・親族、保護者（参加者が未成年の場合）、またはペア ・ グループ申込の場合は、対象メンバ・

参加申込を行ってください。
(8) 年齢、性別、記録等の虚偽申告は一切認めません。虚偽申告が判明した場合、失格となります。性別の申告に不安

のある方は、横浜マラソン組織委員会事務局にご相談ください。

(11)大会の映像等、写真、記事、記録等における個人情報（氏名・年齢 ・性別・記録・肖像等）が新聞 ・ テレビ・雑誌・インターネッ
ト ・パンフレット等に薇道 ・掲載·利用されることがあります。また、その掲載柵・使用権は主催者に属するものとします。

(12)仮面、マント等、手足の動きや視界を遮る仮装での走行はご遠慮ください。また、他のランナーおよび応援者等
の迷惑、不快となる行為は禁止します。

(13)主催者は、上記の申込規約のほか、主催者が別途定める大会規約に則って開催します。
(14)大会申込者の個人情輻の取り扱いは、別途記載する主催者の規約に則ります。
(15)主催者の責によらない事由（地震 ・ 風水書・降雪・事件 ・ 事故・疫病等）で大会が開催縮小・中止となった場合、

参加料等の返金は一切行いません。
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