
・男子：82歳
・女子：81歳

◎コースも応援も風景もすごく気持ちのいい
　大会！！！ 次も走りたいと思う素晴らしい大
　会です。

◎沿道の皆さんがゼッケンのニックネームを
　呼んで声を掛けてくださいました。本当に
　心強く、気持ち良く走ることができ、自己ベ
　ストを出せました。 

◎京都の代表的な観光地を自分の足で回っ
　たことが嬉しい。何度も京都観光はしまし
　たが今回は周りの空気が違った。 

◎ボランティアスタッフの笑顔と沿道の応援
　は、これまで走ったどの大会よりも最高の
　おもてなしでした！京都最高です！  

・出走者数：16,000人
・完走者数：15,112人
・完 走 率：94.5％

・男子：2時間17分54秒 
・女子：2時間50分41秒
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平成29年2月17日（金）
　11：30～20：00（最終入場）
平成29年2月18日（土）
　10：30～19：00（最終入場）

ランナー受付

・ナンバーカードの引換え等を行いますので、本人確認書類をご持参のう
え必ず本人がご来場ください。委任状等による代理受付はできません。
・障害のある方で伴走者と共に参加する方は、身体障害者手帳等をご持
参のうえ、伴走者と2人一緒にお越しください。
・ペア駅伝の受付は必ず出走者2人一緒に行ってください。
・グループエントリーの受付は別々でも可能ですが、全員が行ってくださ
い（受付が済んでいない方は出走できません。）。

（注）

京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（地下鉄東西線「東山駅」徒歩約8分）

交通・警備、競技運営上、時間制限関門を8か所設けます。関門以外においても著し
く遅れた場合は、競技を中止していただく場合があります。

時間制限関門

2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定により行います。

競技規則

【1】総合男女各1位～20位を表彰します。
【2】年代別5歳刻みの総合男女各1位～3位を表彰します。
※【1】の9位以下及び【2】については、表彰式は行わず賞状は後日送付とします。
※ペア駅伝は記録計測は行いますが、順位付け、表彰はありません。
※表彰された方全員に次回の出走権をプレゼントします。

表　彰
競技中の事故については、主催者側が応急措置を行い、主催者の加入する保険
の範囲内で補償しますが、その後の責任は一切負いません。健康管理は各自責任
をもってお願いします。大会当日、体調の悪い方は出走しないでください（あら
かじめ健康診断を受診するなど、体調の自己チェックをお願いします。）。

健康管理

大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コース上を緊急車両等が通行
する場合があります。その際は、スタッフの指示により走行を一時的に停止して
いただきます。

ランナーストップ

一口500円の義援金を任意で申込時に申請してください。当選時に参加料との
合計金額をお支払いいただきます。お申込みいただいた義援金額の変更はでき
ません。

東日本大震災・熊本地震復興支援義援金

西京極総合運動公園をスタートし、平安神宮前にフィニッシュするコース
（日本陸上競技連盟、国際陸上競技連盟及びAIMS公認コース）
※ペア駅伝もマラソンと同じコースで、府立植物園内を中継点とします。
※河川敷を走路に含みますので、特に雨天時等は走りにくい状態になることをあらかじめご了承願います。

コース

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。

その他

大会中の映像、写真、記事、申込者の氏名・年齢・住所（国名、都道府県名又は市区
町村名）・完走タイム等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・その他広報媒体等
への掲載権と肖像権は主催者に帰属します。また、主催者が認めるものについて、
写真等の委託販売を行うことがあります。

肖像権

【1】本大会のコースには走路幅の狭い箇所もあり、16,000人のランナーが
安全に走行していただくことを優先し、仮装しての出走は禁止します。

【2】大会会場（コース上を含む。）において、広告目的で企業名・商品名等を意味
する図案及び商標等を身に付けたり表示することはできません。

仮装等の禁止

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、主催者の個人情報保護方針に基づき、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を目的に、参加案内、記録通知、関連
情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキ
ング等）に利用します。
※氏名、年代、所属、タイム等の個人情報をインターネットで公開します。
※主催者又は京都マラソンエントリー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場合
があります。

個人情報の取扱い

ナンバーカードに氏名やニックネーム（全角5文字以内※）を記載することができ
ます（有料500円：マラソン登録の部、ペア駅伝は対象外）。企業名や商品名、そ
の他主催者が不適切と判断する場合は受付できない場合があります。
※アルファベット・アラビア数字の場合、半角10文字まで記載可能ですが、字が小さくなります。

ニックネームゼッケン

【参加賞】京都マラソン2017オリジナルBUFF
　　　　　※ヘッドバンド、ネックウォーマーなど何通りもの使い方ができます。
【完走賞】フィニッシャータオル・完走メダル

参加記念品

名前での応援が
大きな力に！

平成29年2月19日(日) ※雨天決行
開催日時

　　8:55　車いす競技スタート（6.1km）
　　9:00　マラソン・ペア駅伝スタート
　 15:00　マラソン・ペア駅伝終了

申込者が定員を超えた場合は抽選を行います。
同一人物による重複申込はできません（個人とグループ、複数のグループ、マラソン
とペア駅伝、複数のペア駅伝などの重複申込はできません。）。

※１．2～5人のグループを一つの単位とするエントリー。抽選の場合は、グループで一括
当選又は一括落選となります。参加料は1人12,000円×グループの人数です。　

※2．日本陸連登録競技者　
※3．多言語エントリーサイトをご利用の方　
※4．2人のランナーがタスキでつなぐ種目。1区、2区の走順は申込時に登録してください。

種目／定員／制限時間

【1】自己記録の確認や応援に便利なインターネット記録速報サービス（ランナー
ズアップデート）を実施します。

【2】大会当日、速報として当日完走証をお渡しします。
【3】登録の部のランナーには記録証を、未完走者には途中記録を表示した敢闘証

を、後日WEB上で発行します（予定）。※5km以降通過者が対象となります。

記　録

【1】スムーズかつ安全にスタートしていただくため、日本陸連登録の有無、個
人・グループエントリーの別にかかわらず、過去3年間のマラソン又はハー
フマラソンのタイムを持つランナーからタイム順に待機ブロックを設定し
ます。その後、予想タイムを記入したランナーがタイム順に整列します。未
記入の方は、最後尾からのスタートとなります。

　　記録（タイム・大会名・年）は事務局で照合させていただく場合があります
ので正確に申告してください。虚偽の申告が判明した場合は、出場を取り
消し、今後の本大会への申込みは受け付けません。

【2】スタート前に東日本大震災と熊本地震で犠牲になられた方々のご冥福と被
災地の復興を祈り、全員で黙とうを捧げます。

【3】スタートの号砲までの寒さ対策として、本人が不要とするセーターやジャン
パーなどの衣類を着用できます。回収した衣類はリユース・リサイクルします。

スタート整列

みやこめっせ（京都市勧業館）

制限時間定　員カテゴリー申込方法種　目 参加料

16,000人登録の部※2
一般の部

個人エントリー

グループエントリー※1
・国内 12,000円
・海外 15,000円※3

6時間
（号砲基準）

マラソン
（42.195㎞）

200組
400人─ 20,000円

（1組2人）
ペア駅伝

（1区約27.6km
   2区約14.6km）

※4日時

会場

参加料・払込手数料等（国内）

種目

マラソン／
登録・一般

ペア駅伝
（1組2人）

申込方法

インターネット／
携帯サイト

専用振替用紙

インターネット／
携帯サイト

専用振替用紙

申込時事務手数料

0円

0円

1,000円

申込時払込手数料

0円

130円

0円

130円

参加料支払方法

カードのネット決済

コンビニで支払い

専用振替用紙で支払い

コンビニで支払い

カードのネット決済

コンビニで支払い

専用振替用紙で支払い

コンビニで支払い

参加料

12,000円

12,000円

20,000円

20,000円

当選時事務手数料

618円

618円

1,030円

1,030円

当選時払込手数料

0円

130円

108円

0円

130円

108円

合計額

12,618円※1

13,378円

13,356円

21,030円

22,290円

22,268円

●専用振替用紙で申込みをする場合は、申込時事務手数料の500円（ペア駅伝は1,000円）以外は入金しないでください。過剰入金及び落選時の返金はいたしません。
※1. グループエントリーの場合は、人数分必要です。
※2. 上記は、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での金額です。ATMをご利用の場合は、金額が異なる場合があります。くわしくは、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお尋ねください。
※3. ニックネームゼッケン、完走者新聞、義援金をお申込みの場合は、それらの総額の5.15%がRUNNET事務手数料として加算されます。

500円※1 ※2

※2

※1
※1※2

※1

※2

※3

※3

※3

※3

マラソン・ペア駅伝の

定員を増！

NEW!

次回の出走権を

プレゼント！

NEW!

左記時間帯以外の
受付は行いません。
（大会当日は行いません。）

【1】1998年（平成10年）4月１日以前に生まれた方
【2】グロスタイムで6時間以内に完走できる方（ペア駅伝については、2人

1組でグロスタイムで６時間以内に完走できる方。男女の組合せは自由
ですが、補欠登録は認めません。 ）

※マラソン・ペア駅伝に車いすでの参加はできません。
※障害のある方で単独走行が困難な方は伴走者を1人付けることができます（盲導犬の伴走は不可）。

参加資格

バ フ

（ニックネームゼッケン） （参加賞BUFF）
バ フ

募集枠を拡大します！
京都マラソン2017 

ボランティア経験者枠 ※別途手続不要

マラソン 100人 (グループエントリーは対象外)
ランナーとボランティアの相互交流・相互理解をさらに進めるため、京都マ
ラソン2016でボランティア経験のある方を対象に優先抽選を行います。

京都市民枠 ※別途手続不要

申込時の住所が京都市内の方を対象に優先抽選を行います。グループ
エントリーの場合は全員の住所が京都市内、ペア駅伝の場合は2人とも
同じ区に住所があることが必要です。

マラソン 1,100人
ペア駅伝（地域の絆・つながり枠） 50組100人

人数増！ 

NEW!

東日本大震災復興支援枠

申込みには被災証明書又はり災証明書が必要
です（先着制）。

マラソン 200人
ペア駅伝 30組60人

マラソン 500人 (グループエントリーは対象外)
サブ3.5・サブ4応援枠　

日頃からトレーニングを積み、自己記録の更新をめざしているランナー
の目標タイム（男子3時間30分・女子4時間以内）の達成を応援する優
先枠です。資格審査のため、男子は3時間45分、女子は4時間15分以
内（ネットタイム可）の記録証・完走証の確認を行います。
※既に目標タイムを達成した方にも資格があります（例：2時間台のランナーも可）。
※インターネット/携帯サイトのみでの申込みとなります。
※記録の有効期間は、2014年1月～2016年8月です。

〒604-0072
京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町494番地1
株式会社ビードリーム内
京都マラソン実行委員会事務局分室

NEW!連続落選者枠 ※別途手続不要　

500人 (グループエントリーは対象外)
京都マラソンの魅力をより多くの方に体験してもらえるよう、京都マラソ
ン2014～2016の3大会連続落選者を対象に優先抽選を行います。

マラソン

NEW!

ふるさと納税枠（京都市スポーツ振興サポートランナー）

京都市スポーツ振興基金に10万円以上（ペア駅伝は20万円以上）の寄付をされ
た方に無抽選で出走できる特典をお渡しします（別途参加料が必要）。

マラソン 480人
ペア駅伝 10組20人

平成28年
8月22日（月）
必着

マラソン 100名増員
16,000人に！

ペア駅伝 定員倍増
200組400人に！

平成28年
11月25日（金）

まで
（先着制）

NEW!

1917年、京都の三条大橋をスタートし、東京・上野をめざした「東海道駅伝徒歩競走」が駅伝のルーツ。
2017年に100年を迎えることを記念し、人気の「ペア駅伝」の定員を倍増します。
個人種目では味わえない駅伝の魅力を未来へつなげていきます。

●ペア駅伝の定員を「100組200人」から「200組400人」に倍増します！
●ペア駅伝に「京都市民枠（地域の絆・つながり枠）」を新設します！（50組100人）

チャンスは最大4回！！

くわしくは大会ホームページをご覧ください。 くわしくは大会ホームページをご覧ください。

サブ3.5・サブ4応援枠

ボランティア経験者枠

連続
落選者枠 京都市民枠 一般枠

ランナー
決 定

CHANCE1 CHANCE2 CHANCE3 CHANCE4
NEW! NEW!

※コピーは返却しません。

「駅伝 
100年」

祝！

■申込方法
①インターネット／携帯サイトから申込み
②記録証・完走証コピーの余白に、住所（記録証・完走証に記載の氏名と
変更のある場合は、変更後の氏名）を記入のうえ下記の宛先まで郵送

早春の都大路を駆けぬける─
コースには、京都ならではの

魅力がいっぱい！

京都らしさを満喫できる

山紫水明の地・京都

山紫水明の地・京都
応援がアツい！

～大学のまち・京都～ ロードレースのまち・京都

スタート
（西京極総合運動公園）

仁和寺 沿道盛り上げ隊

今宮神社前
ペア駅伝中継点

京都御苑南（丸太町通）

渡月橋

ボランティア
による給水

西大路通

フィニッシュ
（平安神宮前）

鴨（賀茂）川
河川敷

全国女子駅伝、全国高校駅伝 都大路コース

広沢池



募
　
集
　
要
　
項

平成29年2月17日（金）
　11：30～20：00（最終入場）
平成29年2月18日（土）
　10：30～19：00（最終入場）

ランナー受付

・ナンバーカードの引換え等を行いますので、本人確認書類をご持参のう
え必ず本人がご来場ください。委任状等による代理受付はできません。
・障害のある方で伴走者と共に参加する方は、身体障害者手帳等をご持
参のうえ、伴走者と2人一緒にお越しください。
・ペア駅伝の受付は必ず出走者2人一緒に行ってください。
・グループエントリーの受付は別々でも可能ですが、全員が行ってくださ
い（受付が済んでいない方は出走できません。）。

（注）

京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（地下鉄東西線「東山駅」徒歩約8分）

交通・警備、競技運営上、時間制限関門を8か所設けます。関門以外においても著し
く遅れた場合は、競技を中止していただく場合があります。

時間制限関門

2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定により行います。

競技規則

【1】総合男女各1位～20位を表彰します。
【2】年代別5歳刻みの総合男女各1位～3位を表彰します。
※【1】の9位以下及び【2】については、表彰式は行わず賞状は後日送付とします。
※ペア駅伝は記録計測は行いますが、順位付け、表彰はありません。
※表彰された方全員に次回の出走権をプレゼントします。

表　彰
競技中の事故については、主催者側が応急措置を行い、主催者の加入する保険
の範囲内で補償しますが、その後の責任は一切負いません。健康管理は各自責任
をもってお願いします。大会当日、体調の悪い方は出走しないでください（あら
かじめ健康診断を受診するなど、体調の自己チェックをお願いします。）。

健康管理

大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コース上を緊急車両等が通行
する場合があります。その際は、スタッフの指示により走行を一時的に停止して
いただきます。

ランナーストップ

一口500円の義援金を任意で申込時に申請してください。当選時に参加料との
合計金額をお支払いいただきます。お申込みいただいた義援金額の変更はでき
ません。

東日本大震災・熊本地震復興支援義援金

西京極総合運動公園をスタートし、平安神宮前にフィニッシュするコース
（日本陸上競技連盟、国際陸上競技連盟及びAIMS公認コース）
※ペア駅伝もマラソンと同じコースで、府立植物園内を中継点とします。
※河川敷を走路に含みますので、特に雨天時等は走りにくい状態になることをあらかじめご了承願います。

コース

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。

その他

大会中の映像、写真、記事、申込者の氏名・年齢・住所（国名、都道府県名又は市区
町村名）・完走タイム等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・その他広報媒体等
への掲載権と肖像権は主催者に帰属します。また、主催者が認めるものについて、
写真等の委託販売を行うことがあります。

肖像権

【1】本大会のコースには走路幅の狭い箇所もあり、16,000人のランナーが
安全に走行していただくことを優先し、仮装しての出走は禁止します。

【2】大会会場（コース上を含む。）において、広告目的で企業名・商品名等を意味
する図案及び商標等を身に付けたり表示することはできません。

仮装等の禁止

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、主催者の個人情報保護方針に基づき、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を目的に、参加案内、記録通知、関連
情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキ
ング等）に利用します。
※氏名、年代、所属、タイム等の個人情報をインターネットで公開します。
※主催者又は京都マラソンエントリー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場合
があります。

個人情報の取扱い

ナンバーカードに氏名やニックネーム（全角5文字以内※）を記載することができ
ます（有料500円：マラソン登録の部、ペア駅伝は対象外）。企業名や商品名、そ
の他主催者が不適切と判断する場合は受付できない場合があります。
※アルファベット・アラビア数字の場合、半角10文字まで記載可能ですが、字が小さくなります。

ニックネームゼッケン

【参加賞】京都マラソン2017オリジナルBUFF
　　　　　※ヘッドバンド、ネックウォーマーなど何通りもの使い方ができます。
【完走賞】フィニッシャータオル・完走メダル

参加記念品

名前での応援が
大きな力に！

平成29年2月19日(日) ※雨天決行
開催日時

　　8:55　車いす競技スタート（6.1km）
　　9:00　マラソン・ペア駅伝スタート
　 15:00　マラソン・ペア駅伝終了

申込者が定員を超えた場合は抽選を行います。
同一人物による重複申込はできません（個人とグループ、複数のグループ、マラソン
とペア駅伝、複数のペア駅伝などの重複申込はできません。）。

※１．2～5人のグループを一つの単位とするエントリー。抽選の場合は、グループで一括
当選又は一括落選となります。参加料は1人12,000円×グループの人数です。　

※2．日本陸連登録競技者　
※3．多言語エントリーサイトをご利用の方　
※4．2人のランナーがタスキでつなぐ種目。1区、2区の走順は申込時に登録してください。

種目／定員／制限時間

【1】自己記録の確認や応援に便利なインターネット記録速報サービス（ランナー
ズアップデート）を実施します。

【2】大会当日、速報として当日完走証をお渡しします。
【3】登録の部のランナーには記録証を、未完走者には途中記録を表示した敢闘証

を、後日WEB上で発行します（予定）。※5km以降通過者が対象となります。

記　録

【1】スムーズかつ安全にスタートしていただくため、日本陸連登録の有無、個
人・グループエントリーの別にかかわらず、過去3年間のマラソン又はハー
フマラソンのタイムを持つランナーからタイム順に待機ブロックを設定し
ます。その後、予想タイムを記入したランナーがタイム順に整列します。未
記入の方は、最後尾からのスタートとなります。

　　記録（タイム・大会名・年）は事務局で照合させていただく場合があります
ので正確に申告してください。虚偽の申告が判明した場合は、出場を取り
消し、今後の本大会への申込みは受け付けません。

【2】スタート前に東日本大震災と熊本地震で犠牲になられた方々のご冥福と被
災地の復興を祈り、全員で黙とうを捧げます。

【3】スタートの号砲までの寒さ対策として、本人が不要とするセーターやジャン
パーなどの衣類を着用できます。回収した衣類はリユース・リサイクルします。

スタート整列

みやこめっせ（京都市勧業館）

制限時間定　員カテゴリー申込方法種　目 参加料

16,000人登録の部※2
一般の部

個人エントリー

グループエントリー※1
・国内 12,000円
・海外 15,000円※3

6時間
（号砲基準）

マラソン
（42.195㎞）

200組
400人─ 20,000円

（1組2人）
ペア駅伝

（1区約27.6km
   2区約14.6km）

※4日時

会場

参加料・払込手数料等（国内）

種目

マラソン／
登録・一般

ペア駅伝
（1組2人）

申込方法

インターネット／
携帯サイト

専用振替用紙

インターネット／
携帯サイト

専用振替用紙

申込時事務手数料

0円

0円

1,000円

申込時払込手数料

0円

130円

0円

130円

参加料支払方法

カードのネット決済

コンビニで支払い

専用振替用紙で支払い

コンビニで支払い

カードのネット決済

コンビニで支払い

専用振替用紙で支払い

コンビニで支払い

参加料

12,000円

12,000円

20,000円

20,000円

当選時事務手数料

618円

618円

1,030円

1,030円

当選時払込手数料

0円

130円

108円

0円

130円

108円

合計額

12,618円※1

13,378円

13,356円

21,030円

22,290円

22,268円

●専用振替用紙で申込みをする場合は、申込時事務手数料の500円（ペア駅伝は1,000円）以外は入金しないでください。過剰入金及び落選時の返金はいたしません。
※1. グループエントリーの場合は、人数分必要です。
※2. 上記は、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での金額です。ATMをご利用の場合は、金額が異なる場合があります。くわしくは、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお尋ねください。
※3. ニックネームゼッケン、完走者新聞、義援金をお申込みの場合は、それらの総額の5.15%がRUNNET事務手数料として加算されます。

500円※1 ※2

※2

※1
※1※2

※1

※2

※3

※3

※3

※3

マラソン・ペア駅伝の

定員を増！

NEW!

次回の出走権を

プレゼント！

NEW!

左記時間帯以外の
受付は行いません。
（大会当日は行いません。）

【1】1998年（平成10年）4月１日以前に生まれた方
【2】グロスタイムで6時間以内に完走できる方（ペア駅伝については、2人

1組でグロスタイムで６時間以内に完走できる方。男女の組合せは自由
ですが、補欠登録は認めません。 ）

※マラソン・ペア駅伝に車いすでの参加はできません。
※障害のある方で単独走行が困難な方は伴走者を1人付けることができます（盲導犬の伴走は不可）。

参加資格

バ フ

（ニックネームゼッケン） （参加賞BUFF）
バ フ

募集枠を拡大します！
京都マラソン2017 

ボランティア経験者枠 ※別途手続不要

マラソン 100人 (グループエントリーは対象外)
ランナーとボランティアの相互交流・相互理解をさらに進めるため、京都マ
ラソン2016でボランティア経験のある方を対象に優先抽選を行います。

京都市民枠 ※別途手続不要

申込時の住所が京都市内の方を対象に優先抽選を行います。グループ
エントリーの場合は全員の住所が京都市内、ペア駅伝の場合は2人とも
同じ区に住所があることが必要です。

マラソン 1,100人
ペア駅伝（地域の絆・つながり枠） 50組100人

人数増！ 

NEW!

東日本大震災復興支援枠

申込みには被災証明書又はり災証明書が必要
です（先着制）。

マラソン 200人
ペア駅伝 30組60人

マラソン 500人 (グループエントリーは対象外)
サブ3.5・サブ4応援枠　

日頃からトレーニングを積み、自己記録の更新をめざしているランナー
の目標タイム（男子3時間30分・女子4時間以内）の達成を応援する優
先枠です。資格審査のため、男子は3時間45分、女子は4時間15分以
内の記録証・完走証の確認を行います。
※既に目標タイムを達成した方にも資格があります（例：2時間台のランナーも可）。
※インターネット/携帯サイトのみでの申込みとなります。
※記録の有効期間は、2014年1月～2016年8月です。

〒604-0072
京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町494番地1
株式会社ビードリーム内
京都マラソン実行委員会事務局分室

NEW!連続落選者枠 ※別途手続不要　

500人 (グループエントリーは対象外)
京都マラソンの魅力をより多くの方に体験してもらえるよう、京都マラソ
ン2014～2016の3大会連続落選者を対象に優先抽選を行います。

マラソン

NEW!

ふるさと納税枠（京都市スポーツ振興サポートランナー）

京都市スポーツ振興基金に10万円以上（ペア駅伝は20万円以上）の寄付をされ
た方に無抽選で出走できる特典をお渡しします（別途参加料が必要）。

マラソン 480人
ペア駅伝 10組20人

平成28年
8月22日（月）
必着

マラソン 100名増員
16,000人に！

ペア駅伝 定員倍増
200組400人に！

平成28年
11月25日（金）

まで
（先着制）

NEW!

1917年、京都の三条大橋をスタートし、東京・上野をめざした「東海道駅伝徒歩競走」が駅伝のルーツ。
2017年に100年を迎えることを記念し、人気の「ペア駅伝」の定員を倍増します。
個人種目では味わえない駅伝の魅力を未来へつなげていきます。

●ペア駅伝の定員を「100組200人」から「200組400人」に倍増します！
●ペア駅伝に「京都市民枠（地域の絆・つながり枠）」を新設します！（50組100人）

チャンスは最大4回！！

くわしくは大会ホームページをご覧ください。 くわしくは大会ホームページをご覧ください。

サブ3.5・サブ4応援枠

ボランティア経験者枠

連続
落選者枠 京都市民枠 一般枠

ランナー
決 定

CHANCE1 CHANCE2 CHANCE3 CHANCE4
NEW! NEW!

※コピーは返却しません。

「駅伝 
100年」

祝！

■申込方法
①インターネット／携帯サイトから申込み
②記録証・完走証コピーの余白に、住所（記録証・完走証に記載の氏名と
変更のある場合は、変更後の氏名）を記入のうえ下記の宛先まで郵送

早春の都大路を駆けぬける─
コースには、京都ならではの

魅力がいっぱい！

京都らしさを満喫できる

山紫水明の地・京都

山紫水明の地・京都
応援がアツい！

～大学のまち・京都～ ロードレースのまち・京都

スタート
（西京極総合運動公園）

仁和寺 沿道盛り上げ隊

今宮神社前
ペア駅伝中継点

京都御苑南（丸太町通）

渡月橋

ボランティア
による給水

西大路通

フィニッシュ
（平安神宮前）

鴨（賀茂）川
河川敷

全国女子駅伝、全国高校駅伝 都大路コース

広沢池
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平成29年2月17日（金）
　11：30～20：00（最終入場）
平成29年2月18日（土）
　10：30～19：00（最終入場）

ランナー受付

・ナンバーカードの引換え等を行いますので、本人確認書類をご持参のう
え必ず本人がご来場ください。委任状等による代理受付はできません。
・障害のある方で伴走者と共に参加する方は、身体障害者手帳等をご持
参のうえ、伴走者と2人一緒にお越しください。
・ペア駅伝の受付は必ず出走者2人一緒に行ってください。
・グループエントリーの受付は別々でも可能ですが、全員が行ってくださ
い（受付が済んでいない方は出走できません。）。

（注）

京都市左京区岡崎成勝寺町9-1（地下鉄東西線「東山駅」徒歩約8分）

交通・警備、競技運営上、時間制限関門を8か所設けます。関門以外においても著し
く遅れた場合は、競技を中止していただく場合があります。

時間制限関門

2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定により行います。

競技規則

【1】総合男女各1位～20位を表彰します。
【2】年代別5歳刻みの総合男女各1位～3位を表彰します。
※【1】の9位以下及び【2】については、表彰式は行わず賞状は後日送付とします。
※ペア駅伝は記録計測は行いますが、順位付け、表彰はありません。
※表彰された方全員に次回の出走権をプレゼントします。

表　彰
競技中の事故については、主催者側が応急措置を行い、主催者の加入する保険
の範囲内で補償しますが、その後の責任は一切負いません。健康管理は各自責任
をもってお願いします。大会当日、体調の悪い方は出走しないでください（あら
かじめ健康診断を受診するなど、体調の自己チェックをお願いします。）。

健康管理

大会中、事故や火災など緊急事態が発生した場合、コース上を緊急車両等が通行
する場合があります。その際は、スタッフの指示により走行を一時的に停止して
いただきます。

ランナーストップ

一口500円の義援金を任意で申込時に申請してください。当選時に参加料との
合計金額をお支払いいただきます。お申込みいただいた義援金額の変更はでき
ません。

東日本大震災・熊本地震復興支援義援金

西京極総合運動公園をスタートし、平安神宮前にフィニッシュするコース
（日本陸上競技連盟、国際陸上競技連盟及びAIMS公認コース）
※ペア駅伝もマラソンと同じコースで、府立植物園内を中継点とします。
※河川敷を走路に含みますので、特に雨天時等は走りにくい状態になることをあらかじめご了承願います。

コース

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。

その他

大会中の映像、写真、記事、申込者の氏名・年齢・住所（国名、都道府県名又は市区
町村名）・完走タイム等のテレビ・新聞・雑誌・インターネット・その他広報媒体等
への掲載権と肖像権は主催者に帰属します。また、主催者が認めるものについて、
写真等の委託販売を行うことがあります。

肖像権

【1】本大会のコースには走路幅の狭い箇所もあり、16,000人のランナーが
安全に走行していただくことを優先し、仮装しての出走は禁止します。

【2】大会会場（コース上を含む。）において、広告目的で企業名・商品名等を意味
する図案及び商標等を身に付けたり表示することはできません。

仮装等の禁止

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、主催者の個人情報保護方針に基づき、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を目的に、参加案内、記録通知、関連
情報の通知、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表（ランキ
ング等）に利用します。
※氏名、年代、所属、タイム等の個人情報をインターネットで公開します。
※主催者又は京都マラソンエントリー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場合
があります。

個人情報の取扱い

ナンバーカードに氏名やニックネーム（全角5文字以内※）を記載することができ
ます（有料500円：マラソン登録の部、ペア駅伝は対象外）。企業名や商品名、そ
の他主催者が不適切と判断する場合は受付できない場合があります。
※アルファベット・アラビア数字の場合、半角10文字まで記載可能ですが、字が小さくなります。

ニックネームゼッケン

【参加賞】京都マラソン2017オリジナルBUFF
　　　　　※ヘッドバンド、ネックウォーマーなど何通りもの使い方ができます。
【完走賞】フィニッシャータオル・完走メダル

参加記念品

名前での応援が
大きな力に！

平成29年2月19日(日) ※雨天決行
開催日時

　　8:55　車いす競技スタート（6.1km）
　　9:00　マラソン・ペア駅伝スタート
　 15:00　マラソン・ペア駅伝終了

申込者が定員を超えた場合は抽選を行います。
同一人物による重複申込はできません（個人とグループ、複数のグループ、マラソン
とペア駅伝、複数のペア駅伝などの重複申込はできません。）。

※１．2～5人のグループを一つの単位とするエントリー。抽選の場合は、グループで一括
当選又は一括落選となります。参加料は1人12,000円×グループの人数です。　

※2．日本陸連登録競技者　
※3．多言語エントリーサイトをご利用の方　
※4．2人のランナーがタスキでつなぐ種目。1区、2区の走順は申込時に登録してください。

種目／定員／制限時間

【1】自己記録の確認や応援に便利なインターネット記録速報サービス（ランナー
ズアップデート）を実施します。

【2】大会当日、速報として当日完走証をお渡しします。
【3】登録の部のランナーには記録証を、未完走者には途中記録を表示した敢闘証

を、後日WEB上で発行します（予定）。※5km以降通過者が対象となります。

記　録

【1】スムーズかつ安全にスタートしていただくため、日本陸連登録の有無、個
人・グループエントリーの別にかかわらず、過去3年間のマラソン又はハー
フマラソンのタイムを持つランナーからタイム順に待機ブロックを設定し
ます。その後、予想タイムを記入したランナーがタイム順に整列します。未
記入の方は、最後尾からのスタートとなります。

　　記録（タイム・大会名・年）は事務局で照合させていただく場合があります
ので正確に申告してください。虚偽の申告が判明した場合は、出場を取り
消し、今後の本大会への申込みは受け付けません。

【2】スタート前に東日本大震災と熊本地震で犠牲になられた方々のご冥福と被
災地の復興を祈り、全員で黙とうを捧げます。

【3】スタートの号砲までの寒さ対策として、本人が不要とするセーターやジャン
パーなどの衣類を着用できます。回収した衣類はリユース・リサイクルします。

スタート整列

みやこめっせ（京都市勧業館）

制限時間定　員カテゴリー申込方法種　目 参加料

16,000人登録の部※2
一般の部

個人エントリー

グループエントリー※1
・国内 12,000円
・海外 15,000円※3

6時間
（号砲基準）

マラソン
（42.195㎞）

200組
400人─ 20,000円

（1組2人）
ペア駅伝

（1区約27.6km
   2区約14.6km）

※4日時

会場

参加料・払込手数料等（国内）

種目

マラソン／
登録・一般

ペア駅伝
（1組2人）

申込方法

インターネット／
携帯サイト

専用振替用紙

インターネット／
携帯サイト

専用振替用紙

申込時事務手数料

0円

0円

1,000円

申込時払込手数料

0円

130円

0円

130円

参加料支払方法

カードのネット決済

コンビニで支払い

専用振替用紙で支払い

コンビニで支払い

カードのネット決済

コンビニで支払い

専用振替用紙で支払い

コンビニで支払い

参加料

12,000円

12,000円

20,000円

20,000円

当選時事務手数料

618円

618円

1,030円

1,030円

当選時払込手数料

0円

130円

108円

0円

130円

108円

合計額

12,618円※1

13,378円

13,356円

21,030円

22,290円

22,268円

●専用振替用紙で申込みをする場合は、申込時事務手数料の500円（ペア駅伝は1,000円）以外は入金しないでください。過剰入金及び落選時の返金はいたしません。
※1. グループエントリーの場合は、人数分必要です。
※2. 上記は、ゆうちょ銀行・郵便局窓口での金額です。ATMをご利用の場合は、金額が異なる場合があります。くわしくは、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお尋ねください。
※3. ニックネームゼッケン、完走者新聞、義援金をお申込みの場合は、それらの総額の5.15%がRUNNET事務手数料として加算されます。

500円※1 ※2

※2

※1
※1※2

※1

※2

※3

※3

※3

※3

マラソン・ペア駅伝の

定員を増！

NEW!

次回の出走権を

プレゼント！

NEW!

左記時間帯以外の
受付は行いません。
（大会当日は行いません。）

【1】1998年（平成10年）4月１日以前に生まれた方
【2】グロスタイムで6時間以内に完走できる方（ペア駅伝については、2人

1組でグロスタイムで６時間以内に完走できる方。男女の組合せは自由
ですが、補欠登録は認めません。 ）

※マラソン・ペア駅伝に車いすでの参加はできません。
※障害のある方で単独走行が困難な方は伴走者を1人付けることができます（盲導犬の伴走は不可）。

参加資格

バ フ

（ニックネームゼッケン） （参加賞BUFF）
バ フ

募集枠を拡大します！
京都マラソン2017 

ボランティア経験者枠 ※別途手続不要

マラソン 100人 (グループエントリーは対象外)
ランナーとボランティアの相互交流・相互理解をさらに進めるため、京都マ
ラソン2016でボランティア経験のある方を対象に優先抽選を行います。

京都市民枠 ※別途手続不要

申込時の住所が京都市内の方を対象に優先抽選を行います。グループ
エントリーの場合は全員の住所が京都市内、ペア駅伝の場合は2人とも
同じ区に住所があることが必要です。

マラソン 1,100人
ペア駅伝（地域の絆・つながり枠） 50組100人

人数増！ 

NEW!

東日本大震災復興支援枠

申込みには被災証明書又はり災証明書が必要
です（先着制）。

マラソン 200人
ペア駅伝 30組60人

マラソン 500人 (グループエントリーは対象外)
サブ3.5・サブ4応援枠　

日頃からトレーニングを積み、自己記録の更新をめざしているランナー
の目標タイム（男子3時間30分・女子4時間以内）の達成を応援する優
先枠です。資格審査のため、男子は3時間45分、女子は4時間15分以
内の記録証・完走証の確認を行います。
※既に目標タイムを達成した方にも資格があります（例：2時間台のランナーも可）。
※インターネット/携帯サイトのみでの申込みとなります。
※記録の有効期間は、2014年1月～2016年8月です。

〒604-0072
京都市中京区油小路通竹屋町下る橋本町494番地1
株式会社ビードリーム内
京都マラソン実行委員会事務局分室

NEW!連続落選者枠 ※別途手続不要　

500人 (グループエントリーは対象外)
京都マラソンの魅力をより多くの方に体験してもらえるよう、京都マラソ
ン2014～2016の3大会連続落選者を対象に優先抽選を行います。

マラソン

NEW!

ふるさと納税枠（京都市スポーツ振興サポートランナー）

京都市スポーツ振興基金に10万円以上（ペア駅伝は20万円以上）の寄付をされ
た方に無抽選で出走できる特典をお渡しします（別途参加料が必要）。

マラソン 480人
ペア駅伝 10組20人

平成28年
8月22日（月）
必着

マラソン 100名増員
16,000人に！

ペア駅伝 定員倍増
200組400人に！

平成28年
11月25日（金）

まで
（先着制）

NEW!

1917年、京都の三条大橋をスタートし、東京・上野をめざした「東海道駅伝徒歩競走」が駅伝のルーツ。
2017年に100年を迎えることを記念し、人気の「ペア駅伝」の定員を倍増します。
個人種目では味わえない駅伝の魅力を未来へつなげていきます。

●ペア駅伝の定員を「100組200人」から「200組400人」に倍増します！
●ペア駅伝に「京都市民枠（地域の絆・つながり枠）」を新設します！（50組100人）

チャンスは最大4回！！

くわしくは大会ホームページをご覧ください。 くわしくは大会ホームページをご覧ください。

サブ3.5・サブ4応援枠

ボランティア経験者枠

連続
落選者枠 京都市民枠 一般枠

ランナー
決定

CHANCE1 CHANCE2 CHANCE3 CHANCE4
NEW! NEW!

※コピーは返却しません。

「駅伝 
100年」

祝！

■申込方法
①インターネット／携帯サイトから申込み
②記録証・完走証コピーの余白に、住所（記録証・完走証に記載の氏名と
変更のある場合は、変更後の氏名）を記入のうえ下記の宛先まで郵送

早春の都大路を駆けぬける─
コースには、京都ならではの

魅力がいっぱい！

京都らしさを満喫できる

山紫水明の地・京都

山紫水明の地・京都
応援がアツい！

～大学のまち・京都～ ロードレースのまち・京都

スタート
（西京極総合運動公園）

仁和寺 沿道盛り上げ隊

今宮神社前
ペア駅伝中継点

京都御苑南（丸太町通）

渡月橋

ボランティア
による給水

西大路通

フィニッシュ
（平安神宮前）

鴨（賀茂）川
河川敷

全国女子駅伝、全国高校駅伝 都大路コース

広沢池



平成29年2月19日（日）開催 

宝ヶ池通折返しコースを廃止

下鴨中通（往復各1車線）から
下鴨本通（往復各2車線）に
変更！

平成29年2月19日（日）開催
京都マラソン2017コース

出走者・
完走者数 優勝タイム 完走者

最高齢
・男子：82歳・男子：82歳
・女子：81歳・女子：81歳

京都マラソン2016データ

参加ランナーの声
◎コースも応援も風景もすごく気持ちのいいコースも応援も風景もすごく気持ちのいい
　大　大会！！！ 次も走りたいと思う素晴らしい大 次も走りたいと思う素晴らしい大
　会です。　会です。

◎沿道の皆さんがゼッケンのニックネームを沿道の皆さんがゼッケンのニックネームを
　呼んで声を掛けてくださいました。本当に　呼んで声を掛けてくださいました。本当に
　心強く、気持ち良く走ることができ、自己ベ　心強く、気持ち良く走ることができ、自己ベ
　ストを出せました。 　ストを出せました。 

◎京都の代表的な観光地を自分の足で回っ京都の代表的な観光地を自分の足で回っ
　たことが嬉しい。何度も京都観光はしまし　たことが嬉しい。何度も京都観光はしまし
　たが今回は周りの空気が違った。 　たが今回は周りの空気が違った。 

◎ボランティアスタッフの笑顔と沿道の応援ボランティアスタッフの笑顔と沿道の応援
　は、これまで走ったどの大会よりも最高の　は、これまで走ったどの大会よりも最高の
　おもてなしで　おもてなしでした！京都最高で京都最高です！  ！  

・出走者数：16,000人・出走者数：16,000人
・完走者数：15,112人・完走者数：15,112人
・完 走完 走 率：94.5％率：94.5％

・男子：2時間17分54秒 ・男子：2時間17分54秒 
・女子：2時間50分41秒・女子：2時間50分41秒

北山通周辺がより快適に！！NEW!



●大会ホームページ　http://www.kyoto-marathon.com/このパンフレットは大会公式ホーム
ページからダウンロードできます。

宿泊に関するお問合せ先

京都マラソン宿泊予約センター

申込みに関するお問合せ、パンフレット・専用振替用紙のご請求先

京都マラソンエントリーセンター
〒152-8532（郵送の場合、住所記載不要）

（平日10:00 ～17:00） 

【パンフレット・専用振替用紙の入手方法】
京都市役所、市内の各区役所・支所に設置していますが、郵送をご希望の
方は以下のとおり請求してください。
①希望枚数を明記した紙
②返信用切手（1部 120円、2～3部 140円、4～5部 205円、
　6～9部 250円、10～19部 400円） 
③送付先住所・氏名を明記した返信用封筒（角2型／A4サイズが入る
大きさ）を同封のうえ、封書で京都マラソンエントリーセンター

　（左記）まで請求してください（8月8日〈月〉必着）。
お問合せは、上記の電話番号又は大会ホームページをご覧
ください。予約受付は7月20日（水）からです。

インターネット・携帯サイト及び専用振替用
紙で受付を開始します。
※スマートフォン・携帯電話からのエントリーで不具合が生じ
　た場合は、PCから行ってください。
※専用振替用紙でお申込みの方は申込時に事務手数料が
　必要です（マラソン500円、ペア駅伝1,000円）。

7月20日（水）
10時～

申込みから大会参加までの流れ

申込規約

●スタート／西京極総合運動公園
●車いす競技フィニッシュ／嵐山
●マラソン・ペア駅伝フィニッシュ／平安神宮前

※下記の申込規約に同意のうえ、お申込みくだ
さい。

 1）同一人物による重複申込は落選になります。
 2）個人とグループ、複数のグループ、マラソン
とペア駅伝、複数のペア駅伝などの重複申
込はできません。必ず1人1申込みとして
ください。複数種目等への申込みが判明し
た場合はすべて失格とし、参加料・手数料
の返金は一切行いません。

 3）日本陸連登録競技者の方は、登録確認をし
ますので大会申込前に必ず登録をし、正確
な登録情報を記入してください。

 4）申込み後の種目変更、記載内容変更、キャン
セル・返金はできません。

 5）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、権利譲渡）は認めま
せん。こうした行為が判明した場合は出場・
表彰を取り消し、参加料・手数料の返金は一
切行いません。また、今後の本大会への申込
みは受け付けません。

 6）地震、風水害、降雪、河川敷の冠水、事件、事
故、疫病等、主催者の責によらない事由で大
会が中止、又は縮小となった場合、参加料・
手数料の返金は一切行いません。

 7）郵便事情、インターネットの不具合による申
込みの遅れについて、主催者は一切の責任
を負いません。（インターネットの申込みの
場合、ご利用の端末機、OS、ブラウザソフト
等によって申込みできないことがありま
す。）

 8）エントリーセンター及び事務局への申込状
況、抽選結果のお問合せ・照会はできません。

 9）ご登録いただいたメールアドレス又は宛先
の不備による抽選結果の通知不着・未着に
ついては、再確認は行いません。

10）過剰入金・重複入金の返金はいたしません。
11）参加料等の領収書は発行しません。クレジッ
トカード決済の場合は、カード会社発行のご
利用明細書又は請求書をご利用ください。
専用振替用紙・コンビニエンスストアでお支
払いの場合は、お振込みの控えを領収書に
代えさせていただきます。

12）本大会は国内の関連するすべての法律を遵
守し、実施されるものとします。

（平日9：30～17：30）

大会を支えていただくボランティアを9月上旬から募集予定です。くわしくは大会ホームページで 

大 会 名 称 京都マラソン2017（英文名　KYOTO MARATHON 2017）
主　　　催 京都市、一般財団法人京都陸上競技協会
共　　　催 京都市体育振興会連合会、京都新聞、KBS京都、α-STATION
企画・運営 京都マラソン実行委員会
主　　　管 一般財団法人京都陸上競技協会
運 営 協 力 京都障害者スポーツ振興会、京都市スポーツ推進指導員会、
　　　　　　一般社団法人京都府医師会、一般社団法人京都私立病院協会、
　　　　　　地方独立行政法人京都市立病院機構、公益社団法人京都府看護協会、

京都橘大学、京都市地域女性連合会、
　　　　　　公益社団法人日本3B体操協会京都府支部、京都ランニング連合会（予定）

後　　　援 AIMS（国際マラソン・ロードレース協会）、
　　　　　　公益財団法人日本陸上競技連盟、観光庁、京都府、
　　　　　　京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都商工会議所、
　　　　　　公益財団法人京都市体育協会、
　　　　　　公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー、
　　　　　　公益社団法人京都市観光協会、京都商店連盟、NHK京都放送局、

朝日新聞京都総局、毎日新聞京都支局、読売新聞京都総局、
　　　　　　産経新聞社京都総局、日本経済新聞社京都支社、
　　　　　　共同通信社京都支局、時事通信社京都総局（予定）
特 別 協 賛 オムロン株式会社、株式会社ワコール

0570-066-055 　 0570-088-228
JTBスポーツステーション内

専用振替用紙
8月12日（金）
インターネット・携帯サイト
8月22日（月）17時まで

・男子：82歳
・女子：81歳

定員を超えた場合は抽選を行います。

10月12日（水）
［予定］　

9月29日（木）
［予定］　

当選者・落選者ともに通知します。
●インターネット・携帯サイトでお申込みの方
　⇨Ｅメール（グループエントリーの場合は代表者のみに通知）
●専用振替用紙でお申込みの方
　⇨郵送（グループエントリーの場合は各メンバーに通知）

後日ご案内する方法で参加料をお支払いください。
指定期日までに入金がない場合、当選は無効となり
ます。入金者が少ない場合は、インターネット・携帯
サイトでお申込みの方の中から追加当選通知を行
う場合があります。

平成29年1月下旬 大会約３週間前に参加案内を郵送します。

大会当日はランナー受付を行いません。
必ず２日間のいずれかで受付をしてください。
代理受付はできません。
●会場／みやこめっせ（京都市勧業館）

2月17日（金）
11時30分～20時（最終入場）

2月18日（土）
10時30分～19時（最終入場）

2月19日（日）
大会当日

８時55分 車いす競技スタート
マラソン・ペア駅伝
スタート9時

携帯電話
ＱＲコード⇒
※ＱＲコード対応の
携帯電話を使うと申
込サイトに簡単にア
クセスできます。

マラソン用 ペア駅伝用

当日消印
有効

◎コースも応援も風景もすごく気持ちのいい
　大会！！！ 次も走りたいと思う素晴らしい大
　会です。

◎沿道の皆さんがゼッケンのニックネームを
　呼んで声を掛けてくださいました。本当に
　心強く、気持ち良く走ることができ、自己ベ
　ストを出せました。 

◎京都の代表的な観光地を自分の足で回っ
　たことが嬉しい。何度も京都観光はしまし
　たが今回は周りの空気が違った。 

◎ボランティアスタッフの笑顔と沿道の応援
　は、これまで走ったどの大会よりも最高の
　おもてなしでした！京都最高です！  

・出走者数：16,000人
・完走者数：15,112人
・完 走 率：94.5％

・男子：2時間17分54秒 
・女子：2時間50分41秒

申込受付開始

参加料入金締切

参加案内送付

抽選結果通知

ランナー受付

申込締切申込締切




