
「第4回さいたま国際マラソン」を開催します

開催期日 12月8日（土）・9日（日）



◆大会概要
１主 催 日本陸上競技連盟、埼玉県、さいたま市、読売新聞社、日本テレビ放送網

２後 援 スポーツ庁、埼玉県教育委員会、さいたま市教育委員会、越谷市、越谷市教育委員会、埼玉県体育協会
さいたま市体育協会、越谷市体育協会、報知新聞社、テレビ埼玉、文化放送、FM NACK5
ＪＲ東日本大宮支社、東武鉄道、埼玉新都市交通、埼玉高速鉄道

３主 管 埼玉陸上競技協会

４運営協力 さいたま市陸上競技協会 （ファンラン部門）

５特別協賛 りそなグループ（りそな銀行 埼玉りそな銀行）

６協 賛 株式会社ヤオコー、本田技研工業セイコーホールディングス株式会社
プーマ ジャパン株式会社、ダスキンレントオール
コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、マイケア

７協 力 近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
株式会社フォトクリエイト

８テレビ放送 日本テレビ系全国ネット 12月9日（日）9:00～11:50生中継
（配信） CS放送 日テレジータス 12月15日（土）9:30～12:30放送

Hulu 「参加ランナー全員のフィニッシュシーン」配信
テレビ埼玉 12月9日（日）11:50～15:45生中継

９ラジオ放送 文化放送 12月9日（日）9:00～13:00生放送
FM NACK5 12月9日（日）8:00～12:00生放送

第３回さいたま国際マラソン
代表チャレンジャーの部スタートの様子



◆前回からの変更点(1)

大会日程

事前受付の廃止

フルマラソン女子ビギナーの部

今大会から12月開催へ変更しました。

全ての部門のナンバーカード等を事前に郵送し、
大会前日の受付を廃止しました。

フルマラソン初完走を目指す女性を対象に「フルマラソン女子ビギナーの部」を新設し、完走をサポートします。

【特典】 ①大会当日は、完走をサポートする専属のサポートランナーが並走します。
②専用のスタートブロックを用意します。
③オリジナルナンバーカード（ゼッケン）を用意します。
④練習アドバイスなどの応援メールを配信しています。
⑤10月6日（土）に駒場運動公園で、女子ビギナーの部限定の練習会を実施しました。



コースマップ （代表チャレンジャーの部・フルマラソン一般の部（男女）・同女子ビギナーの部・８㎞の部）

◆前回からの変更点(2) ～マラソンコース～

【変更点】
①第3折り返し地点を変更
②埼大通りを下るコースに変更



◆エントリー状況

部門・参加資格・定員・エントリー数 平成30年10月9日現在

部 門 参加資格 定 員 エントリー数 ※１ 備 考

代表チャレンジャーの部
（女子）

招待選手、日本陸連登録の女性競技者など ― 204人
招待選手・ペースメーカーは

含まない

フルマラソン一般の部
（男女）

19歳以上で6時間以内に
完走できる男女

16,000人

15,675人
さいたま市ふるさと応援
寄附者枠を含むフルマラソン

女子ビギナーの部
19歳以上で5時間台の
完走を目指す女性競技者

530人

8ｋｍの部
15歳以上(中学生を除く)で
70分以内に完走できる男女

1,500人 1,680人

1.5ｋｍの部 小学4年生～中学生の男女 600人 344人

親子ランの部
（1.5ｋｍ）

小学生と保護者の2人1組
1000組

（2,000人）
813組

（1,626人）

車いすの部
（1ｋｍ）

車いすを常用する小学生以上の男女
※競技用車いすでの参加は不可

30人 26人

2時間チームランの部
（1.2ｋｍ）

小学生以上の男女2～6人で構成されたチーム
※小学生のみのチームは6～11人で構成

200組
（2～６人１組）

158組
（843人）

合 計 20,928人

※現在、資格審査や招待選手等の調整を実施中



◆ランニングイベント 駒場ファンラン

１ 開催日時・スケジュール

２ 会場 駒場運動公園（8時開場／16時閉場）

３ ゲストランナー（２時間チームランの部）
・埼玉アストライアチーム（日本女子プロ野球チーム）
・埼玉武蔵ヒートベアーズチーム（プロ野球独立リーグ）
・ＦＭ ＮＡＣＫ５チーム（ラジオパーソナリティーなど）
・浦和レッズスタッフチーム
・埼玉県警察ランニングポリスチーム

４ 北浦和駅東口・浦和駅東口周辺の商店会との連携
・飲食ブースの出店（５店舗）
クラムチャウダー、ローストビーフ、玉こんにゃく ほか
・ゼッケンの提示によるランナーサービス（17店舗）
ゼッケンを提示したランナー及びそのグループを対象とした飲食物等の割引サービス

日 程 時 間 競技・式典等

12月8日（土）

9:00～ 車いすの部（1km）

9:30～ 親子ランの部（1.5km）（小学1・2年生、小学3～6年生）

10:30～ 1.5ｋｍの部（中学生、小学生女子、小学生男子）

11:45～ 表彰式（1.5ｋｍの部）

13:00～15:00 ２時間チームランの部

15:15～ 表彰式（２時間チームランの部）

駒場ファンラン応援ランナー
福島和可菜さん

駒場ファンラン会場ＭＣ
倉林知子さん

イベントパーソナリティ
だいすけさん



◆ボランティア

申込人数

５，７４９名（平成30年10月末日現在）

【メイン会場（さいたまスーパーアリーナ）】
手荷物預かり、完走メダル等の配付

【コース（沿道）】
コース整理、距離表示、ランナーへの給水・給食など

活動場所・内容

申込単位

・個人(1名)
他のボランティアの方と一緒に活動します。

・グループ(1グループ：2～9名)
2～9名で同じ活動場所・内容を希望される方

・団体(1団体につき10名以上)
10名以上で同じ活動場所・内容を希望される方
※参加人数に応じた「団体参加特典」があります。

・ジュニア(小学5年生～中学3年生と保護者)
小学5年生～中学3年生の子ども1～2名につき20歳以上の保護者1人以上で参加



◆ランナー応援隊

スタートからの距離 場所 出演団体または内容

1.8ｋｍ
南大通り
食肉中央卸売市場

・あづま太鼓
・北袋鼓友組

2.6ｋｍ
旧中山道
大宮ほこすぎ橋下

・ブロコ大宮（サンバ）
・大宮南中学校

7.2ｋｍ
産業道路
ファミリーマート浦和駒場店

・木崎中学校吹奏楽部

7.4ｋｍ 駒場運動公園 ・本太お囃子連

12.4ｋｍ
国道463号バイパス
浦和大学・浦和大学短期大学部前

・エイサー

24.0ｋｍ
国道463号バイパス
ファミリーマート越谷南荻島店

・越谷龍虎太鼓
・よさこい踊り

26.6ｋｍ
国道463号バイパス
ファミリーマート浦和美園南店

・やまぶき道灌太鼓

35.0ｋｍ
国道463号バイパス
ファミリーマートさいたま原山二丁目店

・浦和見沼太鼓

37.4ｋｍ
国道17号
埼玉りそな銀行さいたま営業部前

・バルーン応援隊

39.1ｋｍ
与野中央通り
至誠堂整形外科／サンストーン薬局

・与野鴻沼太鼓
・与野東中学校吹奏楽部



◆コラボイベント 埼玉うまいもの市場

【会場】 さいたま新都心 けやきひろば

【開催日時】 12月8日（土）11:00～18:30
12月9日（日） 9:00～18:30

【出店数】 35団体31ブース

【主な出店ブース】

県内クラフトビール各種（さいたま市、川口市、所沢市、越生町、羽生市、秩父市）
豆腐ラーメン（さいたま市岩槻区）、うなぎ弁当（さいたま市大宮区）
芋ようかん（さいたま市桜区）、みそだれやきとり（東松山市）、わらじカツ丼（秩父市）

【主なステージイベント】

14:00～ さいたま国際マラソンを解説！「まるわかり！トークショー」（出演：瀬古利彦、川内優輝）
16:00～ ゴー☆ジャース×さいたま国際マラソン コラボイベント開催！（出演：ゴー☆ジャス）

9:00～ 代表チャレンジャーの部パブリックビューイング （解説：川内優輝）
14:30～ 大会サポータートークショー（出演：川内優輝、福島和可菜、星野みづき）

＜MC＞ 小笠原聖、落合由佳

8日(土)

9日(日)



◆交通・沿道対策

（１）市民への周知
・市内各公共施設等での交通規制チラシの配布（9月配布済み）
・交通規制チラシの市報併配（10月配布済み）
・コース周辺自治会
→交通規制チラシ・迂回路図等回覧依頼（11月上旬～）
・市報さいたま（12月号に掲載）

（２）事業所・店舗への周知
・コース沿道事業所等への交通規制チラシ配布（10月済み）
・商工会議所ニュースへの交通規制チラシ折込み（11月号に掲載）

（３）駅利用者への周知
・ＪＲさいたま新都心駅、北与野駅、北浦和駅、与野駅
→規制告知チラシ配布（11月18日、25日）

（１）コース及び迂回路（一般道）
・規制告知看板 1,494枚
・規制告知横断幕 29ヶ所（50枚）

（２）首都高速道路（新都心及び新都心西出入口閉鎖）
・規制予告横断幕 5ヶ所（5枚）

（３）路線バス（国際興業、東武バスウエスト、西武バス）
・停留所等への運休、及びう回案内掲出

交通規制チラシ・迂回路図等の配布・回覧

その他

交通規制看板・横断幕等の設置（11月中旬より順次実施）

（１）埼玉県警の対応
・交通規制課内にマラソン特別チームを設置
・マラソン特別チームを中心に、交通規制のほか、雑踏警備・テロ警戒等に対応

（２）シャトルタクシーの運行
・駅前と直近歩道橋間や、バス運休区間をシャトル輸送するタクシーを運行（全5ルート）


