
おんらいん京都マラソン2022
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たけびしスタジアム京都 縁ジョイRUN♪
たすきを繋ぐハーフマラソン～世界記録に挑戦！
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大会概要 主な日程／応援大使記者会見

■主な日程

■応援大使記者会見

日　時 令和3年 11月18日（木）
場　所 京都市役所　正庁の間
出席者 

2021年

2022年

8月20日（金） 緊急事態宣言(7府県追加　茨城県、栃木県、群馬県、

静岡県、京都府、兵庫県、福岡県）

10月5日（火） 第２回実行委員会 2022大会開催概要

12月16日（木） 「おんらいん京都マラソン2022」ランナー募集一般枠

さらに定員拡大と一般枠・海外枠・車いす部門期間延長 一般枠・海外枠・車いす部門～1月13日（木）

一般枠5,000人→6,000人

12月1日（水） 「たすきを繋ぐハーフマラソン～世界記録に挑戦～」参加者募集 ～12月20日（月）

12月3日（金） 「おんらいん京都マラソン2022」ランナー募集一般枠定員拡大

11月20日（土） 二条城　朝RUN

～12月17日（金）

11月23日（火・祝）、28日（日）

1月23日（日）

一般枠4,000人→5,000人

11月23日（火・祝） スポーツ講座

11月18日（木） 京都マラソン2022応援大使記者会見

～12月31日（金）

11月18日（木） 「おんらいん京都マラソン2022」ランナー募集

10月15日（金） 「二条城　朝RUN参加者」募集 ～10月31日（日）

11月10日（水） 「おんらいん京都マラソン2022」ふるさと納税枠募集

7月14日（水） 大会公式ホームページ（2022大会）開設

9月30日（木）　全面解除

8月2日（月） 京都府をはじめとする５道府県でまん延防止等重点措置実施

6月21日（月） 京都府をはじめとする７都道府県でまん延防止等重点措置実施 7月11日（日）　実施終了

2021大会検証・決算・2022大会方針7月14日（水） 第１回実行委員会

4月12日（月） 京都府をはじめとする２府県でまん延防止等重点措置実施

6月20日（日）　沖縄県を除き解除4月25日（日） 緊急事態宣言（４都府県　東京都、大阪府、京都府、兵庫県）

12月16日（木） 「たすきを繋ぐハーフマラソン～世界記録に挑戦～」参加者募集期間延長 ～1月13日（木）

1月27日（木） 京都府をはじめとする１９道府県でまん延防止等重点措置実施 3月21日（月・祝）　全面解除

2月1日（火） 「たすきを繋ぐハーフマラソン～世界記録に挑戦～」中止決定

2月14日（月） 」！イョジ縁でーワタュシッニィフ「」♪NURイョジ縁 都京ムアジタスしびけた「 ～2月20日（日）

3月18日（金） 支え合い基金寄付受納式

3月30日（水） 第３回実行委員会 2022結果、2023予算・日程等

1月22日（土） 「おんらいん京都マラソン2022」開始 ～2月20日（日）

京都マラソン2022応援大使にご就任いただいた14名の皆様の

うち、京都大学iPS細胞研究所所長 山中伸弥さん（リモート）、女

優・フィギュアスケーターの本田望結さんに出席していただき、

記者会見を開催しました。会見では、今大会の抱負やオンライン

マラソンの完走の秘訣などを伺い、応援メッセージをそれぞれい

ただきました。

門川大作（京都市長）、山中伸弥（京都大学iPS細胞研

究所所長）、本田望結（女優／フィギュアスケーター）、

伊東輝雄（京都マラソン実行委員会委員長）他　

※敬称略
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大会概要

■大会役員名簿 ■実行委員会名簿

役職名 役職名  氏　　　名

特別顧問
京都府知事  西脇　隆俊
京都商工会議所会頭  塚本　能交

顧　　問

京都市会議長  田中　明秀
京都市会副議長  吉田　孝雄
ＡＩＭＳ(国際ﾏﾗｿﾝ･ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ協会)名誉会長  帖佐　寛章
京都市体育振興会連合会会長  香川　史朗
 公益財団法人京都市スポーツ協会会長
一般社団法人京都府医師会会長

 松井　道宣

京都市市政協力委員連絡協議会代表幹事  村井　信夫
公益社団法人京都市観光協会会長  田中　誠二
京都商店連盟会長  宇津　克美
株式会社京都新聞社代表取締役社長  大西　祐資
株式会社京都放送代表取締役社長  細井　俊介
株式会社エフエム京都代表取締役社長  杉本　雅士
日本放送協会京都放送局長  荒木美弥子

会　　長 京都市長  門川　大作
副 会 長 一般財団法人京都陸上競技協会会長  片岡　宏二

委　　員

一般財団法人京都陸上競技協会副会長  岡野　路子
一般財団法人京都陸上競技協会副会長  髙木　剛友
京都市スポーツ推進指導員会委員長  吉田　享司
一般財団法人京都障害者スポーツ振興会会長  森津　常春
京都市公営企業管理者(交通局長)  山本　耕治
京都市公営企業管理者(上下水道局長)  吉川　雅則

 稲田　新吾
 土橋　聡憲

京都市教育長

 山本　和浩
京都市観光政策監

 別府　正弘
京都市環境政策局長

 下間　健之
京都市行財政局長

 古川　真文
京都市総合企画局長

 石田　洋也
京都市文化市民局長

 北村　信幸
京都市文化市民局スポーツ担当局長

 三宅　英知
京都市産業観光局長

 上田　純子
京都市保健福祉局長

 鈴木　知史
京都市子ども若者はぐくみ局長

 谷口　一朗
京都市都市計画局長

 山内　博貴 
京都市建設局長

 山田　　聡
京都市消防局長

 小田　久人
京都市会事務局長

 大井　貴之
京都市選挙管理委員会事務局長

 赤井　明子
京都市監査事務局長

 武田　　淳
京都市人事委員会事務局長

 原　　真弓
京都市北区長

 古瀬ゆかり
京都市上京区長

 松田　晃郎
京都市左京区長

 高畑　重勝
京都市中京区長

 大西利加子
京都市東山区長

 山本　　亘
京都市山科区長

 並川　哲男
京都市下京区長

北川　洋一
京都市南区長

 宮﨑　秀夫
京都市右京区長

 安田　淳司
京都市西京区長
京都市洛西担当区長

 荒木　修生
京都市伏見区長  山本ひとみ
京都市深草担当区長
京都市醍醐担当区長  村中　俊文

役職名 団体名・職名  氏　　　名
委 員 長  一般財団法人京都陸上競技協会副会長  伊東　輝雄

副委員長

体育
関係

関係
機関

報道
機関

京都市

京都市副市長  吉田良比呂
京都市体育振興会連合会副会長  長島　正一

委
　
　
員

 

一般財団法人京都陸上競技協会専務理事  西村　慶治
一般財団法人京都陸上競技協会副専務理事  宮﨑　幹也
一般財団法人京都陸上競技協会副専務理事  松谷　健司
京都市体育振興会連合会副会長
京都市体育振興会連合会副会長  土手　幹夫

 小巻　實司

公益財団法人京都市スポーツ協会専務理事  藤井　　透
一般社団法人京都障害者スポーツ振興会副会長  坂野　晴男
京都市スポーツ推進指導員会副委員長  大石　宜男
京都ランニング連合会会長  古野　　修
京都府文化スポーツ部スポーツ振興課長  中塚　　一
京都商工会議所産業振興部長  西岡　誠司
一般社団法人京都府医師会理事  市田　哲郎
公益社団法人京都市観光協会事務局長  西川千嘉子
京都商店連盟事務局長  古川　泰司
株式会社京都新聞ＣＯＭ事業局長  岩崎　　宏
株式会社京都放送取締役  砂田　和寛
株式会社エフエム京都メディア推進局長  藤本　和也
日本放送協会京都放送局放送部長  日比野和雅
京都市文化市民局スポーツ担当局長  石田　洋也
京都市環境政策局環境企画部長  横山　克久
京都市行財政局総務部長  長谷　耕治
京都市総合企画局総合政策室長  奥井　拓史
京都市文化市民局地域自治推進室長  平賀　徹也
京都市文化市民局市民スポーツ振興室長  平松　謙一
京都市産業観光局産業企画室長  田中公太良
京都市保健福祉局保健福祉部長  八代　康弘
京都市子ども若者はぐくみ局
はぐくみ創造推進室長

 安見　唯紀

京都市都市計画局歩くまち京都推進室長  梅澤　優司
京都市建設局土木管理部長  藤谷　　剛
京都市消防局警防部長  居島　哲男
京都市交通局自動車部長  西山　真司
京都市上下水道局総務部長  日下部　徹
京都市教育委員会事務局総務部長
京都市北区副区長  向井　豊浩
京都市上京区副区長  三谷　　秀
京都市左京区副区長 上田　廣久
京都市中京区副区長  金谷　勝巳
京都市右京区副区長  人見早知子
京都市西京区副区長  上田　　励

監　　事
 一般社団法人京都銀行協会専務理事  中村　健児
岡本会計事務所所長  岡本　　正

大会役員名簿  /  実行委員会名簿
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大会記録 大会メインコンセプト

「DO YOU KYOTO?マラソン―環境先進都市・京都にふさわしい大会―」
・マイカップ・マイボトルの利用呼びかけ
　マイボトルを持ってのランニングを推奨した。
「DO YOU KYOTO?」とは
1997年に京都で締結されたCOP3地球温暖化防止・京都議定書にちなんで、京都から世界に向けて発信する「環境にいいことしていますか？」という意味の合言葉。

■大会メインコンセプト

京都市新型コロナウイルス感染症対策支え合い基金
京都市内の医療機関・医療従事者をはじめ、新型コロナの影響を受けておら
れる個人や事業者の方への支援や感染拡大防止のための支え合い基金に、
ランナーからの寄付をとりまとめ、寄付した。

 
 　　　　　　　　 

■「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」

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
特別協賛 株式会社オムロン、ワコール株式会社　　　
イベント名称 おんらいん京都マラソン2022 supported  by OMRON・WACOAL
開催期間 令和4年（2022年）1月22日（土）0：00～2月20日（日）23：59
種目 マラソン（42.195km）
参加資格

表彰

 スマートフォンを所持し、GPSトレーニングアプリ「TATTA（タッタ）」をダウンロードできる環境下にあること。
 また、年齢は以下のとおり。
 　マラソン（個人）：平成21年（2009年）4月1日以前に生まれた方
 　マラソン（グループ）：平成27年（2015年）4月1日以前に生まれた方
 　小学生は保護者とともに申し込むこと
 　マラソン（車いす）：平成15年（2003年）4月1日以前に生まれた方
エントリー方法 エントリーサイト「RUNNET」からインターネットによるエントリー

 表彰は行わない

コロナ禍が長引く中、前回に引き続き、オンラインマラソンを実施。
大会を盛り上げるため、前回大会で好評をいただいた参加賞・完走賞の他に新たな取組にもチャレンジ。更に進化したおもてなし
の心が共感を得て、約7,600 人のランナーに参加いただいた。

■コロナ対策等への寄付

京都市スポーツ振興基金
おんらいんマラソンのエントリーサイトに支え合い基金と京都市スポーツ振
興への寄付申込リンクを設置。1 口 500 円の任意の寄付をいただきました。
京都マラソンの大会運営、スポーツ振興に関する事業、スポーツ施設の整備な
どに必要な財源に充てるため設けている京都市スポーツ振興基金に、寄付を
いただいた。

支え合い基金への寄付
お預かりした寄付を、
令和4年3月18日（金）
支え合い基金に寄付した。
寄付金総額
■1,428,066円

500円を1口とし、参加料に上乗せする形で寄付を受
け付けた。

寄付金総額
■1,339,026円
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大会記録 おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL

その他 ・次回大会フルマラソンの優先出走権（完走者の中から抽選で100名様）
※個人部門の一般枠、京都市民枠、ふるさと納税枠、追加募集枠で完走された方が対象
・完走者を対象とした抽選会を実施

  

参加賞 「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」　オリジナルマルチウェイカバー（CW-X）　

申込区分 個人、グループ（2～5人のグループの各個人の走行距離の合計で42.195kmの距離を完走）、車いす

定員 個人：9,000人　グループ：200組　車いす：100人　
※個人部門は当初7,000人から12月3日、12月16日に各1,000人拡大
※いずれも先着順。定員に達した時点で締め切り。

 エントリー期間 令和3年11月18日（木）12:00 ～ 12月17日（金）23：59
※個人部門・車いす部門は 令和4年1月13日（木）23：59まで延長

参加料 国内在住ランナー：4,000円注

注 グループとしてエントリーする小学生の参加料は2,000円
海外在住ランナー：8,000円

 
完走メダル（全員）、アプリ内完走証（マラソン（個人））、
WEB完走証（マラソン（グループ・車いす））

ランナー募集結果・参加人数

申込数定　員 参加者数 完走者数 完走率区　分
個人部門

一般枠
京都市民枠
海外枠
ふるさと納税

車いす部門
合　計

グループ部門

9,000人
6,000人
2,000人

200組
1,000人

125組
287人

124組
286人

110組
266人

88.7％
93.0％

1,000人
なし

7,298人
5,431人
1,255人 7,256人 6,692人 92.2％
502人

100人 9人
10,100人 7,594人

8人
7,550人

8人
6,966人

100％
92.3％

110人

30歳代
14.8％

40歳代
34.0％

60歳代
11.3％

■都道府県別の参加者数 ■海外エントリー者■男女比

女性
34.6％

男性
65.4％

■年代別

男性

女性

83歳

102歳

男性

女性

■最高齢

個人部門 グループ部門

■最年少
13歳

14歳

男性

女性

69歳

79歳

男性

女性

6歳

7歳

   近畿 50.1％

　京都市 24.7％
　京都府（京都市を含む）  30.9%

中部  15.4%

関東  20.2%

中国  4.1%

20歳代  4.4%

四国  2.7%

70歳以上  1.7%

東北  2.1%

10歳代  0.7%
10歳未満  0.2%

北海道  1.3%

九州・沖縄  4.1%

アメリカ、イギリス、イスラエル、
イタリア、インドネシア、ウクライナ、
オーストラリア、カナダ、韓国、
カンボジア、シンガポール、
スウェーデン、タイ、台湾、中国、
ドイツ、ニュージーランド、
ネパール、フィリピン、ブラジル、
ブルガリア、ブルネイ、ベルギー、
マレーシア、メキシコ、ラオス、
ルーマニア、ロシア
（28の国と地域／502人）

完走賞

50歳代
32.9％

11月17日正午に開始したランナー募集は、12月3日に個人部門（一般枠）の申込数が定員に到達したため、募集定員を拡大（1,000人）

した。さらに、12月16日に個人部門（一般枠）の申込数を再拡大（1,000人）し、併せて個人部門（一般枠・海外枠）、車椅子部門の募集

期間を延長した｡
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大会記録 おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL

１　エントリーサイト「RUNNET」（海外在住ランナーは「京都マラソン海外ランナーエントリーサイト」）から
「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」にお申し込み。

２　「TATTA」をダウンロード　　　　　　　

３　「TATTA」内で RUNNETと連携　　

４　「TATTA」を起動し開催期間中に合計42.195kmを走行

エントリーからオンラインマラソン参加までの流れ

感染症対策

SNSでのランナーの投稿

エントリー時の申込規約において、コロナ感染予防対策として、それぞれの地域で安心・安全に走行できる場所・時間を設定し

ていただくよう呼び掛けたほか、ホームページやＳＮＳにおいて適宜、ランニングエチケットを守って、イベントを楽しんでいた

だくように呼び掛けた。

開催期間中は、感染拡大を防ぐため、集団での走行や繁華街など人が密集している場所での走行はお控えいただき、複数人

で走る場合は、十分間隔をあけるなどの配慮を呼び掛けた。

「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」の参加方法等のご案内動画
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大会記録 二条城 ×京都マラソン　世界遺産を走る！二条城 朝RUN～朝から“にじょラン”～  /  スポーツ講座

開催日時

会場
対象
参加料
定員
参加特典
参加記念品

申込期間

令和3年11月20日（土）、23日（火・祝）、28日（日）各日7:00～8:45
［受付7:00～7:30／ランニングは7:00～8:30まで］
元離宮二条城
平成15年（2003年）4月1日以前に生まれた方
2,000円（入城料含む）
各日40名　※応募多数の場合は抽選
おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL出走権（有償）
ボディメンテ（提供：大塚製薬株式会社）
生八ッ橋（提供：京都八ツ橋商工業協同組合）
疏水物語・アルファ化米・防災用備蓄クッキー（提供：防災危機管理室）
令和3年10月15日（金）～31日（日）

  

■二条城×京都マラソン 世界遺産を走る！二条城 朝RUN～朝から“にじょラン”～

■スポーツ講座 / マラソン講座・ランニング講座

京都マラソン2022のコラボ企画第一弾は、二条城×京都マラソン！普段走ることのできない世界遺産・二条城内を参加者だけに貸し切
り、二の丸御殿や唐門、二の丸庭園などの国宝や重要文化財等を見ながらの朝ランを開催。
３日間開催で120名の定員に対し、269名の申込があり、うち113名が参加。また、参加特典として当日参加者に「おんらいん京都マラソン
2022 supported by OMRON・WACOAL」の出走権（有償）を進呈し、57名がエントリーされた。

公益財団法人京都市スポーツ協会と連携し、ランニング初心者の方やフルマラソンに挑戦しようとする方を対象に、ランニングの楽し
さやランニングの基本動作などを学べる講座を開催。

開催日時
会場
講師
対象
参加料
定員
参加特典
参加記念品

申込締切

令和3年11月25日（木）18：00～20：00
たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園内）
岡村　輝将氏（NPO法人京都光華アカデミック＆スポーツクラブ K＋RunningClub長距離コーチ）
ランニング・マラソン初心者（16歳以上）
無料
70名（応募者多数の場合、抽選）
おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL出走権（有償）
オリジナルマルチウェイカバー（CW-X）（提供：株式会社ワコール）
イオンウォーター（提供：大塚製薬株式会社）　アルファ化米・防災用備蓄クッキー（提供：防災危機管理室）
令和3年11月10日（水）

開催日時
会場
講師

対象
参加料
定員
参加記念品

申込締切

令和4年1月23日（日）13：00～15：00
たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園内）
千葉　真子氏（アトランタオリンピック日本代表、
世界陸上10000m・マラソン銅メダリスト、京都マラソン応援大使）
マラソン愛好者、フルマラソン挑戦者（16歳以上）
1,000円
70名（応募者多数の場合、抽選）
オリジナルマルチウェイカバー（CW-X）（提供：株式会社ワコール）
イオンウォーター（提供：大塚製薬株式会社）　防災用備蓄クッキー（提供：防災危機管理室）
令和4年1月11日（火）

 

マラソン講座～フルマラソンの完走とタイムアップを目指すトレーニング法～
京都マラソン応援大使の千葉真子さんからマラソンに必要な知識・技術を学び、ランニングスキル
を高める講座を開催。149名の申込があり、うち52名が参加｡

ランニング講座～楽しく長く続けるランニングを目指して～
これからランニングを始める方、始めたばかりという方向けに、身体の柔軟性を確認した後、基礎の動きから、ランニングフォーム、走り
方を実践で体験していく、自分の身体を知って正しく走るビギナー向けランニング講座を開催。88名の申込があり、うち63名が参加。
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大会記録 京都マラソン縁ジョイWEEK！

■京都マラソン縁ジョイWEEK！ / たけびしスタジアム京都 縁ジョイRUN♪

開催日時

会場

令和4年2月14日（月）～20日（日）各日7:00～17:00
［2時間制、ランニングは各枠終了10分前まで］
※2月14日（月）は、13:00～17:00

たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園内）

「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」の走行会場として、たけびしスタジアム京都を開放。事前申込制
により、感染症対策も十分に行ったうえで、延べ375名にご参加いただいた。
また、完走メダルは226名が受け取られた。

申込方法
申込期間
定員
利用時間

e-moshicom（イー・モシコム）から事前申し込み
令和3年12月1日（水）12:00～各開催日前日まで
各枠50名（先着順）
2月14日（月）①13:00～14:50 　②15:00～16:50
2月15日（火）～2月20日（日）
①7:00～8:50　②9:00～10:50　③11:00～12:50
④13:00 ～14:50　⑤15:00～16:50

参加資格
参加料
参加記念品

特別企画

参加者数

おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL参加者
無料
お濃茶ラングドシャ「茶の菓」（提供：株式会社ロマンライフ）
ふみか みや小板（提供：香老舗 松栄堂） パラパラメモ帳（提供：藤原製本株式会社）
イオンウォーター（提供：大塚製薬株式会社） 八ッ橋（提供：京都八ツ橋商工業協同組合）
縁ジョイRUN♪にお申し込みいただき、かつ42.195kmを完走している方には、完走メダルをお渡し！
さらに、京都マラソンオリジナルタオル（提供：東レ・オペロンテックス株式会社）をプレゼント。
①開催日時：令和4年2月19日（土）～20日（日）縁ジョイRUN♪開催時間中
②開催場所：たけびしスタジアム京都内　雨天走路前
③参加資格：縁ジョイRUN♪にお申し込みいただき、かつ42.195kmを完走している方
④参 加 料：500円（当日支払い、現金のみ）
⑤申込方法：縁ジョイRUN♪の申込画面から、完走メダル受け取りのオプションを選択。
※特別企画で完走メダルを受け取られた方は、完走メダルの事後送付はなし。

375名（完走メダル受取226名）

利用時間
2/14
（月）

2/15
（火）

2/16
（水）

2/17
（木）

2/18
（金）

2/19
（土）

2/20
（日）

7：00～
8：50

─ 5 3 3

9：00～
10：50

─ 1 7 5

11：00～
12：50

─ 5 6 0

13：00～
14：50

12 3 3 1

15：00～
16：50

9 1 0 1

計 21 15 19 10

2

5

3

0

5

15

14

46

36

17

20

133（104）

21

35

40

20

46

162（122）

※（　）内は完走メダル受取人数
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参加記念品

大会記録 京都マラソン縁ジョイWEEK！

昨今の感染状況を踏まえ、事前申込制とし、各回定員50名、2時間、完全入替制で実施した。
開催期間中は、感染拡大を防ぐため、受付時の検温、体調管理チェックシートの提出、手指消毒を行うとともに、「京都市新型コロナあ
んしん追跡サービス」の活用を呼び掛けた。

感染症対策として、以下の事項に取り組んだ。
●参加者・スタッフ等全員に、マスク着用、検温、手指消毒、こまめな手洗い・うがいを
徹底し、イベント１週間前から当日まで、検温等の健康チェックを義務付け（「体調
管理チェックシート」を当日の受付時に提出）

●会場内での食事の禁止
●施設内のゴミ箱撤去（ゴミは各自で持ち帰り）
●京都市の「京都市新型コロナあんしん追跡サービス」の活用の呼び掛け

ランの様子 ランの様子

ランの様子

参加受付

参加記念品お渡し

完走メダルお渡し 完走メダル

オリジナルタオル（提供：東レ・オペロンテックス株式会社）

インタビューボード メディアによる取材 メディアによる取材メディアによる取材

体調管理チェックシート
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大会記録 京都マラソン縁ジョイWEEK！

■京都マラソン縁ジョイWEEK！ / フィニッシュタワーで縁ジョイ！

今年も、42.195km到達の瞬間を京都で迎えるランナーのために、フィニッシュタワーとフィニッシュテープを用意。
多くのランナーに撮影いただきました。

■京都マラソン縁ジョイWEEK！/たすきを繋ぐハーフマラソン～世界記録に挑戦！～
　supported by OMRON・WACOAL（中止）

令和4年1月13日時点で、チャレンジコース9チーム、ファンランコース26チームの申込があったが、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、2月1日に中止を発表｡

【チャレンジコース】
ハーフマラソンの世界記録、ウガンダのジェイコブ・キプリモ選手が持つ57分31秒。この記録に、3～8名のチームでたすきを繋ぎなが
ら挑戦する企画。達成したチームには「京都マラソン2023」出走権（有償/枠に限りあり）などをプレゼント。

【ファンランコース】
3～8名の仲間でチームを作り、制限時間（2時間）内のゴールを目指してハーフマラソンに挑戦する企画。

開催日時
会場
参加資格
参加チーム数
参加料
申込期間
参加賞（両コース共通）

令和4年2月20日（日）9:00～／11:45～［2部制、各2時間］
たけびしスタジアム京都（西京極総合運動公園内）
2003年（平成15年）4月1日以前に生まれた方
各回30チーム（1チーム3～8名）、計60チーム　※先着順
1チーム8,000円　※当日支払い、現金のみ
令和3年12月1日（水）12:00～令和4年1月13日（木）23:59
オリジナルマルチウェイカバー(CW-X)（提供：株式会社ワコール）
生八ッ橋（提供：京都八ツ橋商工業協同組合）
お菓子詰め合わせ おたのしみパック（提供：株式会社丸正高木商店）
パン詰め合わせ（提供：株式会社山一パン総本店）
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バーチャルおこしやす広場 バーチャルおこしやす広場

ユーザー数  …………………………… 21,890件

トップページビュー総数  ……………… 25,056件

総ページビュー数   ………………… 148,293件

（令和3年11月8日～令和4年3月14日）

■バーチャルおこしやす広場

第9回大会まで毎年みやこめっせで開催してきたおこしやす広場。2021大会に続き、公式ホームページ内にバーチャルおこしやす広
場を開設。前回に引き続き、協賛企業によるランナーへのメッセージ、商品・サービス紹介、大抽選会のほか、GPSアートコレクション
SNSキャンペーンを実施。新たに、ライブラン、プレミアムキャンペーン、ランニングクラブ紹介のページを増やし、大会の機運醸成・ラ
ンナーのモチベーションアップにつながるよう努めた。



12

バーチャルおこしやす広場 京都マラソン2022 大抽選会

■「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」大抽選会

協賛企業にご協力いただき、多くの賞品のご提供を受け、「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」完走
者を対象とした抽選会を開催。

賞品　

・次回大会フルマラソン出走権（有償）：100名

・応援大使　山中伸弥さんからのプレゼント「京都大学ips細胞研究所（CiRA）オリジナルマフラースポーツタオル（イラスト入り）」：2名

・応援大使　山中伸弥さんからのプレゼント「京都大学ips細胞研究所（CiRA）オリジナルマフラースポーツタオル」：2名

・応援大使　山中伸弥さんからのプレゼント「京都大学ips細胞研究所（CiRA）オリジナルシューズバッグ」：2名

・応援大使　本田望結さんからのプレゼント「サイン入り京都マラソンオリジナルメモ帳」（提供：藤原製本株式会社）：3名

・低周波治療器（HV-F080）（提供：オムロンヘルスケア株式会社）：2名

・体重体組織計（KRD-703T）（提供：オムロンヘルスケア株式会社）：2名

・上腕式血圧計（HCR-7501T）（提供：オムロンヘルスケア株式会社）：2名

・体重体組成計（HBF-212）（提供：オムロンヘルスケア株式会社）：8名

・電動歯ブラシ（HT-B318）（提供：オムロンヘルスケア株式会社）：8名

・電動歯ブラシ（HT-B223）（提供：オムロンヘルスケア株式会社）：8名

・CW-Xスポーツタイツ GENERATOR MODEL2.0
  （提供：株式会社ワコール）：4名

・CW-X機能性トップス
　HIGH  PERFORMANCE  JYURYU  TOP
　（提供：株式会社ワコール）：6名

・CW-Xキャップ（提供：株式会社ワコール）：8名

・CW-Xバッグ（提供：株式会社ワコール）：7名

・CW-Xマスク（提供：株式会社ワコール）：8名

・アシックスシューズ
  （提供：アシックスジャパン株式会社）：27名

・ボディメンテ（24本）（提供：大塚製薬株式会社）：2名

・京都北山逸品合わせL（提供：株式会社ロマンライフ）：10名

・八ッ橋（提供：京都八ツ橋商工業協同組合）：20名

・京都マラソンロゴ入りオリジナルグッズセット
  （提供：ふみか みや小板/香老舗 松栄堂、パラパラメモ帳/
    藤原製本株式会社、除菌スプレー/京都マラソン）：10名

・豆乳アイスセット（提供：京とうふ藤野株式会社）：3名

・京ざんまいセット（提供：京とうふ藤野株式会社）：2名

・湯とうふセット（提供：京とうふ藤野株式会社）：2名

・豆乳酒粕鍋セット（提供：京とうふ藤野株式会社）：2名

・京都マラソンオリジナル手描き絵ろうそく
  限定特別4匁2本入り（清水焼・丸燭台付き）
  （提供：有限会社中村ローソク）：10名

・AYANOKOJIコトチカ京都店限定色TAWARA型がま口
 コスメポーチ（中）（提供：秀和株式会社）：5名
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バーチャルおこしやす広場 プレミアムキャンペーン

■京都マラソン・プレミアムキャンペーン

「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」参加者へのインセンティブの付与とコロナ禍で落ち込んでいる
市内消費の回復を目的に実施した、新たな企画。「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」参加ランナー
が、キャンペーン参加施設・店舗において、「エントリー画面」等を提示すれば、各々設定された特典（10％割引やドリンク無料、ノベル
ティグッズプレゼント等）を享受でき、京都マラソンオリジナルチャームも受け取れるもので、12月20日から2月20日の2箇月間にわ
たって実施した。
参加施設・店舗については、市内の飲食店をはじめ、宿泊施設や土産店、
体験・見学施設等、計113もの施設・店舗にご協力いただけた。

●参加施設・店舗募集期間：令和3年10月15日（金）～12月15日（水）
●キャンペーン期間：令和3年12月20日（月）～令和4年2月20日（日）
　飲食店(居酒屋、珈琲店、ラーメン屋等)：63店
　小売店(化粧品店、花屋、和小物のショップ等)：30店
　体験・観光施設(ミュージアム、整骨院、資料館等)：16施設
　宿泊施設：4施設

オリジナルチャーム
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バーチャルおこしやす広場 プレミアムキャンペーン
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バーチャルおこしやす広場 ハッシュタグキャンペーン

■ハッシュタグキャンペーン

期間中にTwitter&Instagramでハッシュタグ「#みんなで京都マラソン」「#おんらいん京都マラソン」を両方つけて、京都やラン
ニング・マラソンに関する写真を投稿していただいた方に対し、抽選で協賛企業から提供いただいた豪華賞品をプレゼントする
キャンペーンを実施した。また、京都マラソン・プレミアムキャンペーンを堪能して、『#プレキャン』をつけて投稿すると京都の美
味しい賞品が当たるダブルチャンスも実施した。

期間
賞品

投稿数

キャンペーン期間：令和3年12月23日（木）～令和4年2月20日（日）
体重体組成計HBF-214-Wカラダスキャン（提供：オムロン ヘルスケア株式会社）：1名
CW-Xアクセサリーバッグ（提供：株式会社ワコール）：1名
AYANOKOJI京都3店舗限定柄がま口ブックカバー（提供：秀和株式会社）：1名
AYANOKOJI岡崎本店限定柄がま口ブックカバー（提供：秀和株式会社）：1名
京都マラソンオリジナルがま口おすわりポーチ（提供：秀和株式会社）：3名
京都マラソンオリジナル手描き絵ろうそく限定特別4匁2本入り（清水焼・丸燭台付き）
（提供：有限会社中村ローソク）：2名
京あられ詰め合わせ（提供：株式会社丸正高木商店）：2名

［プレミアムキャンペーン特別プレゼント］
八ッ橋（提供：京都八ツ橋商工業協同組合）：3名
お濃茶ラングドシャ「茶の菓」24枚入り（提供：株式会社ロマンライフ）：1名
豆乳アイスセット（提供：京とうふ藤野株式会社）：1名
充填とうふセット（提供：京とうふ藤野株式会社）：1名
784件 
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バーチャルおこしやす広場 東京マラソンGPSアートコレクション

■京都マラソンＧＰＳアートコレクション

ランニングアプリのＧＰＳ機能を使ったランニングの軌跡の画像をアート作品としてInstagram又はTwitterで投稿してもらい、
バーチャルおこしやす広場上で展示。その中からデザインが優れた方数名を表彰し、協賛企業から提供いただいた豪華賞品を贈
呈。

開催期間
投稿数

令和4年１月22日（土）～2月20日（日）
55作品

表　彰 賞　品 作品数

最優秀賞
お濃茶ラングドシャ「茶の菓」(24枚入)
(提供:株式会社ロマンライフ)

体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン
(提供:オムロン ヘルスケア株式会社) 

京都マラソンオリジナル手描き絵ろうそく
限定特別4匁2本入り(清水焼・丸燭台付き)
(提供:有限会社中村ローソク)

AYANOKOJI 岡崎本店限定柄
がま口ブックカバー(提供:秀和株式会社) 

京都マラソンオリジナル
がま口おすわりポーチ(提供:秀和株式会社) 

八ッ橋(提供:京都八ツ橋商工業協同組合)

AYANOKOJI 京都3店舗限定柄
がま口ブックカバー(提供:秀和株式会社)

豆乳アイスセット(提供:京とうふ藤野株式会社) 
充填とうふセット(提供:京とうふ藤野株式会社)

CW-X アクセサリーキャップ
(提供:株式会社ワコール)

  
1作品

2作品

2作品

4作品

優秀賞

アイデア賞

5作品ナイスラン賞

  

京都賞
  

最優秀作品  「鴨川に鴨」
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バーチャルおこしやす広場 京都マラソン × ライブラン

■京都マラソン × ライブラン

生実況付き運動アプリ「LIVERUN（ライブラン）」とコラボレーションし、京都マラソン特別ランニングセッションを実施。
個性豊かなトレーナーが、京都マラソンや京都の魅力をテーマに参加ランナーの走行距離・順位の実況や応援を交えてのトーク。
その音声を聴きながら、全国の異なる場所にいるランナーがリアルタイムでつながり、一体感を味わいながらランニング。

セッション
参加人数
参加方法

特別企画

16回［募集期間9回／大会期間7回］　定員：なし　参加料：無料
延べ3,373人［募集期間1,635人／大会期間1,738人］
①「ライブラン」アプリをダウンロード　②アプリを起動し、メールアドレス、ランナー名（ニックネーム）等を登録
③スケジュールのタブから参加する京都マラソンのセッションを選択　④開始時刻にランニングをスタート
●チーム戦（1チーム3人）を実施　33チーム参加　＊申込みはグーグルフォーム（代表者登録）
●京都サンガJリーグ昇格記念セッション（ゲスト：安藤 淳 京都サンガF.C.ブランドアンバサダー）
●リアルライブラン実施（たけびしスタジアム京都 縁ジョイRUN♪で場内放送）

第3弾　『みんなで京都マラソン January Run』

京都マラソンdeチームRUN with 千葉真子
セッション名 実施日 ランニング開始時間 参加人数

1月22日（土） 8:00～［40分］ 277人

京都マラソン with 山田幸代(JAグループ京都協賛セッション)　 1月29日（土） 8:00～［40分］ 244人

第2弾　『みんなで京都マラソン December Run』

京都マラソン with 早狩実紀
セッション名 実施日 ランニング開始時間 参加人数

12月1日（水） 19:00～［30分］ 156人

京都マラソン with 千葉真子 12月5日（日） 8:00～［40分］ 258人

京都お酒巡りRUN 12月8日（水） 19:00～［30分］ 117人

京都アートRun（ゲスト：野渕杏子さん） 12月12日（日） 8:00～［40分］ 200人

京都ランナーズボイスRun（ゲスト：まめたろうさん） 12月15日（水） 19:00～［30分］ 164人

第1弾　『みんなで京都マラソン November Run』 

京都グルメRUN 2021
セッション名 実施日 ランニング開始時間 参加人数

11月17日（水） 19:00～［30分］ 129人

鬼ごっこRun with 森脇健児 11月21日（日） 8:00～［40分］ 256人

京都ホテルRUN 11月23日（火・祝） 16:00～［40分］ 188人

京都タイムスリップRUN 11月27日（土） 8:00～［40分］ 167人



18

バーチャルおこしやす広場 京都マラソン × ライブラン / おすすめランニングコース

第4弾　『みんなで京都マラソン February Run』

京都マラソン健康維持RUN（オムロン株式会社協賛セッション）
セッション名 実施日 ランニング開始時間 参加人数

2月6日（日） 8:00～［40分］ 280人

京都マラソン対策RUN～冬のランニング対策
（株式会社ワコール協賛セッション） 2月11日（金･祝） 8:00～［40分］ 252人

京都マラソン with 京都サンガF.C. 2月13日（日） 8:00～［40分］ 279人

京都お寺巡りRUN 2月19日（土） 9:30～［40分］ 207人

鬼ごっこRUN with 森脇健児 in たけびしスタジアム京都 2月20日（日） 15:30～［40分］ 199人

■京都のおすすめランニングコース

「走ろうにっぽんプロジェクト」（一般財団法人アールビーズスポーツ財団が実施）に掲載のランニングコースの中から京都市内のおす
すめ12コースを紹介。京都観光Naviと連携して、コース周辺の観光スポットも紹介。
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バーチャルおこしやす広場 京都のランニングクラブ紹介

■京都のランニングクラブ紹介

【京都市】（五十音順）

アラキジュニア
NPO法人京都光華アカデミック＆0スポ
ーツクラブ K＋RunningClub
桂川走友会
鴨川走友会
火曜日の夜に御所を走る会
京都トライアスロンクラブ(KTC)
京都走ろう会

京都マスターズ陸上競技連盟
京都ランナーズ
京都ランニングラボ（KRL）
京RUN走
クラブエイム（club Aim）
サトウ練習会
中牧RC
わかちゃんFRC（Fun Run Club）

【亀岡市】

TEAM P-man

【京田辺市】

京田辺走ろう会



原　邦夫さん
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京都マラソン2022応援大使

★は「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」に出走いただいた方

★山中　伸弥さん （京都大学ｉＰＳ細胞研究所所長・教授）
★森脇　健児さん （タレント）
　千葉　真子さん （スポーツコメンテーター）
★島袋　勉さん （両足義足のランナー）
　朝原　宣治さん （大阪ガス株式会社地域活力創造チーム　マネジャー）
　奥野　史子さん （スポーツコメンテーター）
　谷口　キヨコさん （ＤＪ／タレント）
★原　 　邦夫さん （ＪＣＨＯ京都鞍馬口医療センタースポーツ整形外科センター長） 
★早狩　実紀さん （陸上競技選手）
★本田　望結さん （女優／フィギュアスケーター）
　桧山　進次郎さん （元阪神タイガース／野球・スポーツコメンテーター）　　
★山田　幸代さん （プロ・ラクロス選手／スポーツアンカー）
　伊藤　舞さん （大塚製薬陸上競技部）
　トラウデン直美さん （モデル／タレント）

■京都マラソン2022応援大使

応援メッセージ動画

山田　幸代さん

千葉　真子さん

早狩　実紀さん

朝原　宣治さん

桧山　進次郎さん本田　望結さん

 奧野　史子さん

伊藤　舞さん 

山中　伸弥さん 森脇　健児さん

谷口　キヨコさん

島袋　勉さん

京都マラソン2022応援大使として14名の方が就任。応援メッセージ動画で参加者へのエール、「おんらいん京都マラソン2022 

supported by OMRON・WACOAL」の出走、走行の様子をSNSに投稿していただくなどして盛り上げていただいた。なお、応

援メッセージ動画やSNSの投稿は、バーチャルおこしやす広場の「応援大使ブース」に掲載。
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バーチャルおこしやす広場 オフィシャルパートナー等による応援ページ

■オフィシャルパートナー等による応援ページ

オフィシャルパートナーからランナーに向けた応援メッセージや、企業ＰＲ、自社商品・サービスの紹介を掲載。
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バーチャルおこしやす広場 オフィシャルパートナー等の商品・サービスの紹介ページ

■オフィシャルパートナー等の商品・サービスの紹介ページ
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バーチャルおこしやす広場 オフィシャルパートナー等の商品・サービスの紹介ページ
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メディア関連

■オフィシャルホームページ

■みんなでカウントダウン

■オフィシャルフェイスブック

■オフィシャルツイッター

■オフィシャルインスタグラム

日本語　いいね！数  …………………… 23,242件

英　語　いいね！数  ……………………… 9,101件

フォロワー数  ……………………………… 4,976件

フォロワー数  ……………………………… 7,015件
（令和4年3月2日時点）

ユーザー数  ……………………………211,599件

トップページビュー総数  ………………476,731件

総ページビュー数   ………………… 1,317,481件
※バーチャルおこしやす広場を含む
（令和3年6月25日～令和4年2月28日）

オフィシャル HP・SNS



25

メディア関連 新聞・テレビ・その他

■新聞

掲載日 タイトル 媒体名

11月10日 京都マラソン受け付け18日開始 京都新聞

11月19日 京都マラソン大使 山中さん・本田さん　オンライン「気軽に参加を」 京都新聞

11月25日 京都マラソン　気軽に挑戦を～山中さん・本田さんエール～ 朝日新聞

11月29日 京都マラソン「ぜひ参加を」山中教授と本田望結さん会見 産経新聞

12月  4日 京都マラソン　一般枠1000人分追加 京都新聞

  1月23日 「京都マラソン」オンライン号砲 朝日新聞

  1月28日 「読者の皆様　オンライン京都マラソン始まりました」～GPSアートも魅力 産経新聞

  2月12日 かける思い・京都マラソン 上～応援大使・島袋さん　挑戦呼びかけ 朝日新聞

  2月13日 かける思い・京都マラソン 下 ～再び夢へ　前向く力くれた 朝日新聞

  2月15日 「聖地」走って気分高めよう～京都マラソン催し 朝日新聞

  2月24日 おんらいんマラソン体験記～文化の断面に触れ走る 産経新聞

  2月27日 京都マラソン ２年連続オンライン開催～7000人超　自由に42.195キロ 京都新聞

■ラジオ

放送日 番組名 媒体名

11月15日
11月22日
11月29日

「LIFT」

11月21日
  1月  2日
  2月27日

「Let
,
s Run！」（「久米村直子のsuper Duper Sunday」）内

α-STATION

KBS京都ラジオ

■テレビ

放送日 番組名 媒体名

10月  5日 「news フェイス」　京都マラソン2022　ことしは二条城内を走る朝ランイベントも

10月27日 「ニュース630　京いちにち」　京都マラソン盛上げイベント二条城でランニング　参加者募集

11月18日 「ニュース630　京いちにち」　京都マラソンエントリー始まる　山中教授と本田望結さんがPR

11月19日 「京都新聞ニュース」　京都マラソン2022参加へ呼びかけ

12月  9日 「京スポ」　おんらいん京都マラソン2022個人部門の定員を1000人増枠して受付中！

  1月  7日 「京都府のニュース」オンライン形式の「京都マラソン」参加者を追加募集へ

  1月22日 「京都新聞ニュース」　おんらいん京都マラソンスタート

  1月24日 「ニュース630　京いちにち」オンライン京都マラソン始まる
  2月  3日 「ニュース630　京いちにち」おんらいん京都マラソン開催中・各地のランナーの楽しみ方

  2月14日 「news フェイス」　京都マラソン参加者　西京極で縁ジョイRUN

  2月17日 「京スポ」　おんらいん京都マラソン　ランニングイベント

  2月24日 「ニュース630　京いちにち」おんらいん京都マラソン・ランナーたちの完走特集

KBS京都

NHK京都放送局

NHK京都放送局

KBS京都

KBS京都

NHK京都放送局

KBS京都

NHK京都放送局
NHK京都放送局

KBS京都

KBS京都

NHK京都放送局

産経新聞　『オンライン京都マラソン始まりました～GPSアートも魅力』　
令和4年1月28日　｢無断転載不可｣　
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メディア関連 新聞・テレビ・その他

京都マラソン2022

潮あすの暦

新新新新新新新
型型型型型型型型
コ
ロ
ナ

朝日新聞　『かける思い・京都マラソン』2回連載 　令和4年2月12日　
「承諾番号22-1310 無断転載不可」

朝日新聞　『かける思い・京都マラソン』2回連載　令和4年2月13日　
「承諾番号22-1310 無断転載不可」
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メディア関連 新聞・テレビ・その他

京都新聞　『京都マラソン ２年連続オンライン開催～7000人超　自由に42.195キロ』　令和4年2月27日　「無断転載不可」

産経新聞　『オンライン京都マラソンでリアルに走る歴史舞台』　令和4年2月24日　「無断転載不可」　
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制作物 広告

■ポスター、チラシ、市民しんぶん、京都市公式SNS

ランナー募集・大会周知ポスター（B2サイズ）

京都市公式SNSフェイスブック

京都市公式SNSライン

ランナー募集・大会周知チラシ（A4サイズ）

市民しんぶん11月号（全市版15面） 京都市公式SNS_ツイッター



■新聞広告、市役所前看板、電光掲示板、JR京都駅デジタルサイネージ

広告
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制作物 広告

京都市役所前看板広告（11月17日～2月20日）

京都駅前電光掲示板（12月1日～1月13日）

ゼスト御池マルチビジョン（12月1日～19日）

ゼスト御池マルチビジョン（12月27日～1月9日）

JR京都駅夢テラスデジタルサイネージ（1月10日～2月20日）

京都新聞朝刊（半5段広告）（11月18日）

京都新聞朝刊1面広告（小）（11月17・18日）
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制作物 記念品

■「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」オリジナルマルチウェイカバー（CW-X）

■完走メダル

完走メダル（表） 完走メダル（裏）

メダルリボン（表）

デザイン協力：京都徽章工芸協同組合

メダルリボン（裏） デザイン協力：木村染匠株式会社
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制作物 記念品

■完走証

WEB完走証 　対象：マラソン（グループ）

アプリ内完走証 　対象：マラソン（個人）

WEB完走証 　対象：マラソン（車いす）

■「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」
参加賞発送、完走賞発送

完走賞「完走メダル」事後発送

参加賞「おんらいん京都マラソン2022 supported by OMRON・WACOAL」
オリジナルマルチウェイカバー（CW-X）」事前発送
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制作物 スポンサーメリット

■「京都マラソン縁ジョイWEEK！」フィニッシュタワー、フィニッシュテープ

■「京都マラソン縁ジョイWEEK！」バナー



33

オフィシャルパートナー等 オフィシャルパートナー

■シルバーパートナー

■オフィシャルドリンクパートナー

■ブロンズパートナー

■サポーティングパートナー

■ゴールドパートナー

オムロン株式会社 株式会社ワコール

大塚製薬株式会社

佐川印刷株式会社 京都大原記念病院グループ 東急不動産ホールディングス株式会社

株式会社島津製作所

積水ハウス株式会社京都支店日清オイリオグループ株式会

日本新薬株式会社 公益財団法人 京都市スポーツ協会大和証券株式会社 京都支店株式会社ロマンライフスターツグループ日立造船株式会社・Hitz環境サービス株式会社

アシックスジャパン株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社ＮＥＣワタキューホールディングス株式会社株式会社中省鋲螺製作所JR西日本京都グループ

京都府トヨタグループ 京都信用金庫 ゆう薬局グループ京都市勧業館みやこめっせ株式会社京都銀行京都中央信用金庫

京都産業大学

JAグループ京都 佐川急便株式会社 株式会社セレマ三菱UFJ銀行
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オフィシャルパートナー等 協力企業・団体

■協力企業・団体

音羽山 清水寺

走り坊さんの寺 大蓮寺

株式会社 ツー・ナイン・ジャパン　　

SMBC日興証券株式会社　　　　　　　

NTT西日本京都支店・
株式会社ドコモCS関西京都支店

京都徽章工芸協同組合　　　　　　　　

京都八ツ橋商工業協同組合

近建ビル管理株式会社　　　　　　　　

JFEエンジニアリング株式会社

株式会社実業広告社

裏千家 （一般財団法人今日庵）

大岩建設工業株式会社　　　　　　　　　　　

株式会社大垣書店

沖電気工業株式会社　京都支店　　　　　　　

京とうふ藤野株式会社

京都環境事業協同組合　　

京都光華女子大学

公益社団法人京都府鍼灸マッサージ師会　　　　

京都リサーチパーク株式会社

株式会社ケイルック

株式会社KGパートナーズ　　　　　　　　　

株式会社JTB JTBスポーツステーション

清水建設株式会社　関西支店　京都営業所　　

秀和株式会社

株式会社西洋舎　　　　　　　　　　　　　　 

有限会社千両松

大成建設株式会社　　　　　　　　　　　　　

大和ハウス工業株式会社 京都支社

株式会社タクマテクノス

医療法人知音会　　　　　　　　　　　　　　

株式会社なかむら

有限会社中村ローソク　　　　　　　　　　　

ニチコン株式会社

NISSHA株式会社

ネット印刷ITP株式会社

株式会社ビードリーム　　　　　　　　　　　　　

光自動車工業株式会社

福田金属箔粉工業株式会社　　　　　　　　　

藤原製本株式会社

丸正高木商店

三菱電機株式会社 関西支社 京滋支店　　

株式会社リーフ・パブリケーションズ

香老舗 松栄堂

株式会社トーセ　　　　　　　　　　　

日本たばこ産業株式会社

阪急電鉄株式会社　　　　　　　　　　

株式会社フクナガ

丸菱建設株式会社　　　　　　　　　　

みずほ証券 株式会社

洛東印刷株式会社

東レ・オペロンテックス株式会社 大阪ガス株式会社 ゼスト御池 日新電機株式会社 株式会社たけびし

株式会社SCREENホールディングス三和化工株式会社

公益社団法人　京都市障害者スポーツ協会

一般社団法人　京都障害者スポーツ振興会

一般財団法人 三洋化成社会貢献財団



京都マラソン2022は無事終了しました。
皆様のご支援とご協力に心から御礼申し上げます。




