別紙 東京マラソン 2018 大会要項
東京マラソン 2018（英文名：Tokyo Marathon 2018）
兼ジャカルタ 2018 アジア競技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リーズ 2017-2018 ～東京 2020 オリンピック日本代表選手選考競技会～
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズⅪ

主

催

一般財団法人東京マラソン財団

共

催

公益財団法人日本陸上競技連盟、東京都、フジテレビジョン、産経新聞社、読売新聞社、
日本テレビ放送網、東京新聞

後

援

(予定)

スポーツ庁、国土交通省、観光庁、特別区長会、公益財団法人日本体育協会、
公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、
一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、一般社団法人日本経済団体連合会、公益社団法人経済同友会、
東京商工会議所、公益社団法人東京都医師会、公益財団法人東京防災救急協会、
東京民間救急コールセンター登録事業者連絡協議会、公益社団法人東京都看護協会、
公益財団法人東京観光財団、東京都町会連合会、東京都商店街振興組合連合会、
東京都商店街連合会、公益財団法人東京都体育協会､一般社団法人東京都スポーツ推進委員協議会、
サンケイスポーツ、夕刊フジ、サンケイリビング新聞社、ニッポン放送、フジサンケイビジネスアイ、
扶桑社、報知新聞社、ラジオ日本、東京中日スポーツ

主

管

運営協力

公益財団法人東京陸上競技協会

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会、特定非営利活動法人関東パラ陸上競技協会

特別協賛 東京メトロ

協賛

スターツ、山崎製パン株式会社、アシックスジャパン株式会社、大塚製薬株式会社、
ビー・エム・ダブリュー株式会社、近畿日本ツーリスト株式会社、第一生命保険株式会社、
セイコーホールディングス株式会社、東レ株式会社、日本マクドナルド株式会社、株式会社みずほ銀行、
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン、アサヒビール株式会社、
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.、全日本空輸株式会社、カゴメ株式会社、
株式会社フォトクリエイト、全国労働者共済生活協同組合連合会、コニカミノルタ株式会社、
セコム株式会社、久光製薬株式会社、大和証券グループ、資生堂ジャパン株式会社、
株式会社バンダイナムコエンターテインメント、日本光電、コーユーレンティア株式会社、
株式会社シミズオクト、EMTG 株式会社
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種

目

（1）マラソン（男子・女子、車いす男子・女子）
（2）10km（ジュニア＆ユース・視覚障害者・知的障害者・移植者・車いすの各男子・女子）

開催日時
2018 年（平成 30 年）2 月 25 日（日）
０9 時 05 分 車いすマラソン・10ｋｍスタート
０9 時 10 分 マラソン・10km スタート
10 時 50 分 10km 競技終了
16 時 10 分 マラソン競技終了

テレビ放映
フジテレビ系全国ネット

コース
（1） マラソン：東京都庁～飯田橋～神田～日本橋～浅草雷門～両国～門前仲町～銀座～高輪～日比谷～
東京駅前・行幸通り（日本陸上競技連盟・IAAF／AIMS 公認コース）
（2）1 0 k m：東京都庁～飯田橋～神田～日本橋（記録は公認されません・順位はネットタイムによります）

競技規則
国際陸上競技連盟（IAAF）並びに日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定によります。なお本大会は、IAAF が認
定するゴールドラベルレースですので、IAAF Road Race Label Regulations（IAAF ロードレースラベリング規定）も適用され
ます。また、IAAF の規則により、ドーピング検査を実施します。
車いすマラソンに関しては、世界パラ陸上競技連盟（World Para Athletics）競技規則及び本大会規定によります。なお、
World Para Athletics の規則により、ドーピング検査を実施します。

制限時間
■マラソン：7 時間 車いすマラソン：2 時間 10 分
■10km：1 時間 40 分 車いす 10km：35 分
※制限時間は、号砲を基準とします。
※交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設けます。
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きます。
※下記は、今大会の収容関門及び閉鎖時刻です。(予定)

別紙 東京マラソン 2018 大会要項
10km 閉鎖時刻
収容関門

マラソン閉鎖時刻

場所
車いす

10km

車いす

マラソン

5.6km 収容関門

飯田橋セントラルプラザ前

9:25

10:30

9:25

10:30

9.9km 収容関門

日本橋南詰

－

－

9:40

11:00

10km フィニッシュ

日本橋交差点

9:40

10:50

－

－

14.6km 収容関門

駒形橋西詰交差点

－

－

9:50

11:40

19.7km 収容関門

深川一丁目交差点

－

－

－

12:30

25.7km 収容関門

浅草橋交差点

－

－

－

13:20

30.1km 収容関門

数寄屋橋交差点

－

－

10:40

13:55

34.2km 収容関門

札ノ辻交差点

－

－

－

14:35

39.8km 収容関門

新橋四丁目交差点

－

－

11:05

15:45

42.195km フィニッシュ

東京駅前・行幸通り

－

－

11:15

16:10

参加資格・定員
以下の条件にあてはまる者で、主催者が出場を認めた者。
（1）マラソン：大会当日満 19 歳以上 35,500 人
①一般 6 時間 40 分以内に完走できる者
※障害を持つ方で単独走行が困難な場合は、伴走者 1 人をつけてください。
（盲導犬の伴走は不可とします）。
②準エリート （1800 人）
｢RUN as ONE – Tokyo Marathon 2018｣に定める推薦基準に達する者
③エリート※申込みは 12 月から行います。（100 人）
・2017 年度日本陸上競技連盟登録競技者で、別途定める参加基準に達する者
・招待選手（日本陸上競技連盟が推薦する国内・国外の者）
④車いす一般 （10 人）
レース仕様車で 2 時間 10 分以内に完走でき、かつ障害者手帳を有する者
⑤車いすエリート

※申込みは 12 月から行います。（30 人）

・2017 年度日本パラ陸上競技連盟登録者かつ 2018 年 IPC 登録予定者で、大会当日に World Para Athletics
国際クラス（T53・T54）を所持している者。なおかつ World Para Athletics 公認大会で、男子 1 時間 50 分以
内、女子 2 時間以内の記録を有する者
・招待選手（日本パラ陸上競技連盟が推薦する国内・国外の者）
（2）10km：大会当日満 16 歳以上 500 人
①ジュニア＆ユース （290 人）
大会当日満 16 歳から満 18 歳までの 1 時間 30 分以内に完走できる者
（1999 年 2 月 26 日以降、2002 年 2 月 25 日までに生まれた者）
※東京都が東日本大震災復興支援を目的として企画する事業に参加する者を含みます。
②視覚障害者（大会当日満 16 歳以上／盲導犬の伴走は不可）（50 人）
1 時間 30 分以内に完走でき、かつ障害者手帳を有する者
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※単独走行が困難な場合は、伴走者 1 人をつけてください。
③知的障害者（大会当日満 16 歳以上）（100 人）
1 時間 30 分以内に完走でき、かつ障害者手帳を有する者
※単独走行が困難な場合は、伴走者 1 人をつけてください。
④移植者（大会当日満 16 歳以上）（50 人）
1 時間 30 分以内に完走でき、かつ障害者手帳、診断書等で移植を証明できる者
※移植者の対象は、臓器移植者、骨髄移植者に限ります。
⑤車いす（大会当日満 16 歳以上）（10 人）
レース仕様車で 35 分以内に完走でき、かつ障害者手帳を有する者

※車いすのレース仕様車とは大会当日に適用される最新の World Para Athletics 競技規則に定められた規格の車いす
のことを指します。

参加料
マラソン： 国内 10,800 円、海外 12,800 円
1 0 k m： 国内

5,600 円、海外

6,700 円

※事務手数料、消費税込み

参加受付
（1）方法
パソコン又はスマートフォンを利用の上、下記公式ウェブサイトからお申し込みください。
http://www.marathon.tokyo/
（2）期間
2017 年（平成 29 年）8 月 1 日（火）10：00 から 8 月 31 日（木）17：00 まで
（3）参加者の決定
申込者多数の場合は、抽選で参加者を決定いたします。抽選結果は 9 月下旬にメールでの通知を予定しています。
（4）入金
当選者は指定期日までに参加料の入金手続きを完了してください。入金がない場合、当選は無効になります。なお、
参加料等の領収書の取り扱いについては下記の通りです。
・クレジットカード決済の場合
領収書の発行はいたしません。クレジットカード会社発行の［ご利用明細書］または［請求書］をご利用ください。
・コンビニエンスストアでお支払いの場合
領収書の発行はいたしません。お支払いの控えを領収書に代えさせていただきます。

※チャリティランナーの受付は 7 月 1 日（土）から 7 月 31 日（月）まで行います。（アクティブチャリティの受付は 8
月 31 日（木）まで）先着順 4,000 人。
※ONE TOKYO プレミアムメンバーを対象とした先行申込みを 7 月 3 日（月）から 7 月 31 日（月）まで行います。定員
の 3,000 人を超えた場合は抽選となります。
※｢RUN as ONE - Tokyo Marathon 2018｣（準エリート（国内）・準エリート（国外）・一般）の概要は公式ウェブサイトを
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参照してください。
※ エリート・車いすエリートの参加受付は 12 月から行います。

表彰
（1）10km
ジュニア＆ユース/車いす/視覚障害者/知的障害者/移植者：男女各 1～3 位
※順位はスタートラインを通過してからのネットタイムとします。
※上記各部はネットタイムで表彰を行います。
※指定ブロック（エリア）以外からスタートした場合には表彰対象になりません。
（2）マラソン
①総合：男女各 1～3 位
②車いす：男女各 1～3 位
③RUN as ONE - Tokyo Marathon 2018“Wild Card Award”：準エリート男女各 1～3 位
④Next Generation Athlete Award 2018：日本学生陸上競技連合登録者男女各１位
※上記各部は号砲からのグロスタイムで表彰を行います。

賞金 マラソン・車いすマラソンの競技成績により賞金を別途定めます。

ランナー受付
（1）日程：2018 年（平成 30 年）2 月 22 日（木）・23 日（金）・24 日（土）の 3 日間
（2）場所：東京マラソン EXPO 2018 会場（東京ビッグサイト西展示棟）
（3）時間：
2 月 22 日（木）・23 日（金）：11:00～20:30（予定）
2 月 24 日（土）：11:00～19:30（予定）
※2 月 2４日（土）は 19:30 で受付を終了します。
※車いすの受付は別途ご案内いたします。
※大会当日（2 月 25 日（日））の受付は行いません。
※上記時間帯以外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り照合を行います（代理による受付はできません）。
※顔写真付きの本人確認書類を持参しない場合は受付できません。

申込みに関する問い合わせ先
東京マラソンエントリーセンター 電話：03-6635-5351
受付時間：平日 10:00～17:00〈土日、祝日、年末年始を除く〉

その他
（1）日本陸上競技連盟登録競技者の方は、登録確認を行いますので大会申込み前に必ず陸連登録を済ませ、正確な
登録情報を入力してください。なお、スタートの整列場所はエリートに次ぐブロックとは限りません。また、出走ブロックに関
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わらず、登録競技者として日本陸上競技連盟の規則に従ってください。
（2）大会参加に際しては十分にトレーニングし、事前に健康診断を受診するなど体調には万全の配慮をした上で参加して
ください。
（3）参加者が手荷物の搬送を希望する場合には、主催者がフィニッシュ地点まで搬送します。途中道路事情等により手
荷物の到着が遅れる場合があります。
（4）参加者の欠員が出た場合には、ONE TOKYO プレミアムメンバーを対象に追加抽選を行うことがあります。
（5）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。
（6）上記のほか、大会に関しては主催者の指示に従ってください。
（7）この募集要項は、東京マラソン 2018 のものです。

