


ボランティア経験者枠※手続不要

マラソン 100人
京都マラソン2019でボランティア経験のある方
が対象です。

京都市民枠 ※手続不要

申込時の住所が京都市内の方が対象です。グルー
プエントリー、ペア駅伝の場合は全員の住所が京
都市内にあることが必要です。

東日本大震災復興支援枠※先着順

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 20組40人

マラソン 1,100人
ペア駅伝 50組100人

マラソン 500人

サブ3.5・サブ4応援枠　

サブ3.5・サブ4（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・完走証の提出が必要です。
※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）。
※記録の有効期間は、2017年1月～2019年8月です。

連続落選者枠 ※手続不要　

500人マラソン

ふるさと納税枠 ※先着800人限定！
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）。

京都マラソンホームページから
寄付金を入金してください。

寄付金の入金後、ランネットの「ふるさと納税枠専用URL」を
メールにてお知らせしますので、
エントリー及び参加料の入金をしてください。

マラソン 780人
ペア駅伝 10組20人

2019年11月22日（金）まで（先着順）

■記録証・完走証の提出方法
インターネット（ランネット）
からエントリーした後、記録
証・完走証のPDF又は写真画像を
右記サブ応援枠提出
フォームからアップ
ロードしてください。
https://kyoto-marathon-subform.com/

詳しくは大会ホームページをご覧ください。

詳しくは大会ホームページをご覧ください。

最大９８，０００円の
税控除が受けられます！

１０万円の寄付で
１人出走可能！

※参加料は別途必要
寄付者以外の出走もＯＫ！ポイント
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複数人での寄付もＯＫ！ 確定申告不要！

申込
方法

グループエントリー
は対象外( (

グループエントリー
は対象外( ( グループエントリー

は対象外( (

京都マラソン２０２０のトピックス！

今年もオリジナルマイカップを販売します！
今年のマイカップは特製巾着袋付きです。
売上は、メインコンセプト
「DO YOU KYOTO？マラソン」
の環境に配慮した様々な取組に
活用させていただきます。 ※容量は約150mlです。 ※画像はイメージです。

京都の伝統工芸品である「京友禅」の
木村染匠株式会社に、京都マラソンの
ためにオリジナルデザインを描き上げ
ていただいています！
（デザイン）木村染匠株式会社
（制作）京都徽章工芸協同組合　　　　

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。）。

【 参加料の改定について 】 
警備費等の人件費が増加している中、安全・安心な大会を継続的に開催するため、
このたび参加料を改定させていただくこととなりました。
今後も引き続き、ランナーの皆様にご満足いただけるよう改善に努めてまいります
ので、ご理解いただきますようお願いいたします。

学生のまち・京都の大会として、学生をはじめとした若年層のラン
ナー人口の拡大を目的に、大会当日２３歳以下のマラソン参加者を
対象に、参加料を割引します！

※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。　
※2．日本陸連登録競技者　
※3．2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

制限時間定　員カテゴリー申込方法種　目

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 6時間
（号砲基準）

マラソン
（42.195㎞）

200組
400人─

ペア駅伝
（1区約27.6km
   2区約14.6km）

※3

参加料・事務手数料等（国内）

種目

マラソン
24歳以上／
登録・一般

申込方法

インターネット
（ランネット）
※専用振替用紙
による申込みは
ありません

参加料支払方法

クレジットカードの
ネット決済

コンビニで支払い

参加料

15,000円

当選時事務手数料

772円

合計額

15,772円※1 ※2※1※2

マラソン
23歳以下／
登録・一般

12,000円 618円 12,618円※1 ※2※1※2

ペア駅伝
（1組2人） 25,000円 1,287円 26,287円 ※2※2

※寄付金の入金はクレジットカードのみとなります（納付書での入金はできません）。

※確定申告が不要な給与所得者等の方

※申込みはインターネット（ランネット）にて受け付けます。

※寄付の申込時に必ず出走者をご指名ください。

U-23応援割で

「Ｕ-２３応援割」はじめます！

京都マラソン2017～2019の3大会連続で
落選した方が対象です。

※1. グループエントリーの場合は、人数分必要です。
※2. ニックネームゼッケン、義援金、オリジナルマイカップをお申込みの場合は、それらの総額の5,15％が

ランネット事務手数料として加算されます。但し、消費税率が改定された場合は、改定日以降、改定税率を
反映させた手数料に改定する予定です。 詳細はランネットでお知らせします。

NEW



大 会 名 称 京都マラソン2020（英文名　KYOTO MARATHON 2020）
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、
　　　　　　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スポーツ協会、
　　　　　　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、

MBS、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、J：COM 京都みやびじょん（予定）
特 別 協 賛 オムロン株式会社、株式会社ワコール

　　■スタート時の待機ブロックの優先順位
　　(1)過去3年間の自己ベストタイムを申告した方（タイム順で待機ブロックを設定）
　　(2)予想タイムを申告した方（(1)の後にタイム順で待機ブロックを設定）
　　(3)自己ベストタイム・予想タイムの両方を申告しなかった方

2020年2月14日（金） 11：30～20：00（最終入場）
2020年2月15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箇所（予定）設けます。関門閉鎖後に競技
を続行することはできません。また、関門以外においても、著しく遅れ、次の関門閉鎖
時刻に間に合わないことが明らかな場合は、競技役員が競技中止を指示します。

時間制限関門

2019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。
【3】京（みやこ）トップ8（エイト）　京都市民のランナー男女上位8位を表彰します。
※【1】の9位以下及び【2】【3】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

競技中の事故については、主催者側が応急処置を行い、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、コース上を消防車や救急車など
の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

【義援金】　一口５００円の義援金を申込時に受け付けます（任意）。当選時に参加料と
の合計金額をお支払いください。お申込みになった義援金額の変更はできません。
【ランナー派遣】　京都から被災地にメッセージを届けるため、２０20大会の完走者のう
ち、京都市にお住いの希望者の中から抽選で、東北三県の大会（仙台国際ハーフマラソ
ン大会（宮城県）、東北・みやぎ復興マラソン（宮城県）、一関国際ハーフマラソン大会（岩
手県）、会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン大会（福島県））へ派遣します（各大会３名）。
※ランナー派遣の申込方法は、後日お知らせします。

東日本大震災復興支援

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）

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、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。

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

2020年2月16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

【1】自己記録の確認や応援に便利なランナー情報検索サービス（応援navi）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。
　　※一般の部で出走した場合、記録証明書の発行はできませんので、ご注意ください。

記　録

【参加賞】京都マラソン2020オリジナルマルチ
　　　　ウェイカバー（CW-X）
　　　　※一枚でヘッドバンド、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

【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・グループの
別にかかわらず、申込時の申告タイムに応じて、スタート時の待機ブロックを設定しま
す。申告タイムが未記入の方は、最後尾からのスタートとなります。なお、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。衣類はスタート前に回収し、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）

日時

会場

下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】2001年（平成13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。 ）

参加資格

募　集　要　項

参加賞オリジナルマルチウェイカバー



https://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・パンフレットのご請求先

（平日10：00 ～17：00） 

お問合せは、左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19日（金）からです。

インターネット
（ランネット）による申込み

7月19日（金）
10時～

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

（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、ふるさと納税枠の指名出走者以外の出場（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）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（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。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、実施するものとします。（13）今後
の医療救護体制に役立てるため、大会当日に救護された方の症状等の匿名情報を研究機関に提供します。（14)上記規約のほか、大会に関して主催者の指示に従ってください。

※このパンフレットを郵送でご希望
　される方は、左記エントリーセン
　ターまでご連絡ください（郵送料
　実費はご負担いただきます）。

（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。
詳しくは大会ホームページで 

0570-066-055 　 06-6252-4009
JTBスポーツステーション内

定員を超えた場合は抽選を
行います。

10月21日（月）
［予定］

10月8日（火）
［予定］

当選者・落選者ともにメールで
通知します。
●グループエントリーの場合
　は代表者のみに通知

後日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、
落選者の中から追加抽選を
行い、当選通知を行う場合
があります。

2020年
1月下旬

大会約３週間前に参加案内
をお届けします。

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
本人が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14日（金）
11時30分～20時
（最終入場）

2月16日（日）
大会当日

８時55分
車いす競技スタート

9時
マラソン・ペア駅伝

スタート

マ
ラ
ソ
ン
用

ペ
ア
駅
伝
用

※スマートフォンか
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。

9月2日（月）
17時まで

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

申込みから大会参加までの流れ

※下記の申込規約に同意のうえ、お申込みください。

https://www.kyoto-marathon.com/　
インターネット（ランネット）で受付を開始します。

2月15日（土）
10時30分～19時
（最終入場）

京都マラソンエントリーセンター

※各枠に該当する方については、上記の順番で抽選を実施します（抽選機会は最大４回）。
※ボランティア経験者枠、連続落選者枠、京都市民枠については、対象者を自動的に抽選するため、申込時の手続きは不要です。各枠の詳細については、次のページをご覧ください。

京都マラソン2020 検索

大会ホー
ムページ

　




