
報道取材要項（報道取材に関するお願い）

令和４年１１月１日（火）

※本大会期間中の取材に関してはこちらの「報道取材要項」をご覧ください。

※事前申請です。最終頁（44頁）の「大会取材申請書」に必要事項を記入し

お申し込みください。締め切り：11月15日（火）

■撮影等に関する問い合わせはこちら

神戸マラソン広報事務局 （電通PRコンサルティング内）

電話：０８０－３０９７－２６４４（今泉）、 ０８０－５３４２－４１７８（藤田）

Fax： ０６－６４８４－８８７０

担当：今泉壮紀（masanori.imaizumi@dentsuprc.co.jp）、

藤田雄大 (yudai.fujita@dentsuprc.co.jp）

【取材に関するお問い合わせ】

神戸マラソン実行委員会事務局 担当 井上、石川
11月17日まで / 電話 ０７８－３２５－１４３０
11月18日・19日・20日 / 電話 ０７８－３０２－１２３１ FAX ０７８－３０２－１２８９
E-mail 11月16日まで / kobemarathon@office.city.kobe.lg.jp

【大会全体に関するお問い合わせ】

■大会全体、記録に関するお問い合わせはこちら

令和４年１１月２０日（日）開催
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取材に関する大会当日までのスケジュール

取
材
申
請
期
間

締切■１１月１５日（火）２４時まで

取材申請はメール、ＦＡＸにて受付いたします。

プレスエリア管理のため事前申請とさせていただきます。

※都合により時間が前後する場合がございます。

日程 時間 内容 場所

18日

13:00～20：00

最終入場

☞神戸マラソンEXPO2022

一般公開後の会場取材

※自由取材となります。

※出展ブースを取材する場合は各出展者に

取材申し込みを行ってください。（詳細P36）

神戸国際展示場

1号館・2号館

19日
10:00～19:00

最終入場

☞神戸マラソンEXPO2022

一般公開後の会場取材

※自由取材となります。

神戸国際展示場

1号館・2号館

16:50-17:20 ☞招待選手 取材可能時間 （詳細P8）
神戸ポートピアホテル

本館地下１階 「和楽の間」

20日 8:45～ ☞スタートセレモニー（詳細P14）

神戸市役所前

フラワーロード
9:00～ ☞スタート ※第１ウェーブスタート （詳細P11〜13）

9:15～ ☞スタート ※第２ウェーブスタート （詳細P11〜13）

13:00～13:30 ☞表彰式 （詳細P17）

神戸国際展示場

１号館前ステージ

※荒天時：

神戸国際会議場

４階ロビー

16:00 ☞マラソン終了（詳細P15、16）

16:00～16:13 ☞クロージングセレモニー（詳細P18） フィニッシュゲート付近
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取材申請について

1 第１０回神戸マラソンの取材については事前申請とさせていただきます。

2 大会取材申請書に必要事項を入力の上、メールまたはFAXにてお申し込みください。

記入漏れがある場合は受け付けできない場合がありますので、ご注意ください。

3 取材申請締切は、１１月１５日（火）とさせていただきますので、お早めにお願いいたします。
※最終44頁の「大会取材申請書」をお使いください。

4 申し込み多数の場合、人数制限をさせていただく場合があります。

5 本大会の取材については、兵庫県政記者クラブ、神戸市政記者クラブ、

神戸民間放送記者クラブ、教委記者クラブの加盟社様などへご案内しています。

6 各エリア1社1カメ（スチール・ムービー）を原則とさせていただきます。

申し込み状況によりましては、 1系列1カメ（スチール・ムービー）と

させていただく場合もございます。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

7 申し込み多数の場合はご希望に添えない場合があります。予めご了承ください。

8 取材にはプレスAD、カメラマンビブスが必要です。

9
プレスAD、カメラマンビブスは１１月１８日（金）、１９日（土）の２日間で発行します。
※２０日（日）当日は通行規制がかかるため、必ず１９日（土）までにお受け取りください。

10 プレスAD、カメラマンビブスは所定の報道受付にて、代表者様に一括でお渡しします。

カメラマンビブスは取材終了後に返却してください。

11 カメラマンの方は、カメラマンビブスを着用の上、プレスADを首から下げてください。

9

12
感染症対策のため、大会1週間前、終了後1週間後まで「体調管理チェックシート」
に必要事項の記録を行い、ご自身の体調管理をお願いします。
１１月１８日（金）、１９日（土）の大会報道受付の際に提示していただきます。

10

13
感染症対策に関する情報は、神戸マラソン大会ホームページで
お知らせしますので、必ずご確認の上、ご参加をお願いいたします。

最新の感染症対策
注意事項はこちら▼
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プレスＡＤとカメラマンビブスについて

大会当日を含む「神戸マラソン」の取材については、大会本部が発行する「プレスAD」の着用を義務付けてい

ます。また、大会当日（20日）はスチール・ENGカメラマンは大会本部が発行する「カメラマンビブス」の着用

をお願いいたします。

プレスAD等は事前申請とし、所定の場所にてお受け取りください。お受け取りは、代表の方にお願い申し上げ

ます。

■カメラマンビブスの返却について

※カメラマンビブスはすべて返却してください。

➢ スタートのみ取材の場合→ 後日下記までご郵送ください。

➢ 沿道およびフィニッシュ取材の場合 → 国際展示場2号館2階プレスルーム（2B会議室）にて返却してください。

大会当日に返却できないカメラマンビブスは、後日速やかに下記までご郵送ください。

神戸マラソン実行委員会事務局

〒650-0012 神戸市中央区北長狭通4-9-5元町北会館7階 電話：078-325-1430

■第10回神戸マラソン 大会報道受付

11月18日（金）／12:00～17:00 神戸国際展示場2号館2階プレスルーム（2B会議室）

11月19日（土）／10:00～17:00 神戸国際展示場2号館2階プレスルーム（2B会議室）

※受付の際は、2号館1階エスカレーター前の警備員に名刺を提示の上、「報道受付に来ました」と

お伝えください。

※ビブス返却場所 神戸国際展示場2号館2階プレスルーム（2B会議室）11月20日（日）19:00まで

カメラマンビブスについて

プレスADについて

・ランナー待機エリアへは入れません。

・招待者エリアへは入れません。

・大会運営エリアへは入れません。



神戸マラソンプレスルームについて
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■神戸国際展示場周辺図

18日（金） プレスルーム/12:00〜17:00 プレス受付（プレスAD、カメラマンビブスの引き換え）

19日（土） プレスルーム/10:00〜17:00 プレス受付（プレスAD、カメラマンビブスの引き換え）

20日（日） プレスルーム/9:00〜19:00 ■当日の大会情報（各種リリース）を配布します。

（リリース項目詳細は42ページに記載。）

■記者作業スペースを設けています。

１・２号館２階

２B会議室

プレスルーム

■神戸国際展示場２号館

※プレス受付の際は、２号館１階エスカレーター前の警備員に

名刺を提示の上、「報道受付に来ました」とお伝えください。



会期中の取材日程・エリアについて



11月18日（金）・19日（土）について

■神戸マラソンEXPO２０２２の取材

場 所／神戸国際展示場1号館、2号館

日 時／11月18日（金） 13:00～20:00最終入場

11月19日（土） 10:00～19:00最終入場

内 容／会場内自由取材

報道受付／神戸国際展示場2号館2階プレスルーム（2B会議室）※P6参照

■招待選手 取材可能時間

場 所／神戸ポートピアホテル 本館地下１階「和楽の間」

日 時／11月19日（土） 16:50〜17:20 

取材対象者（予定）／国内：招待選手１２名

※取材をご希望の場合は大会取材申請書にて事前にお申込みください。
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●招待選手リスト
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11月20日（日）について

① スタート地点、フィニッシュ地点の２箇所にプレスエリアを設けています。（詳細P10）

※スチールカメラ／テレビカメラは、各エリアにて各社各1台となります。（事前申請が必要です）

② 歩道での取材は一般の通行の妨げとならないように厳重にご注意いただき、各エリア担当者、審判員、

警察官の指示に従ってください。

③ 車道、中央分離帯内、歩道橋、陸橋上での取材はできません。

④ 大会当日の「主催者公式発表」および「兵庫陸上競技協会のリザルト情報」については、プレスルーム

（神戸国際展示場2号館2階 2B会議室）にて配付します。

⑤ 各エリアとも、プレス用の駐車場はありません。お車でのご来場はご遠慮ください。

⑥ 大会終了後は速やかにカメラマンビブスの返却をお願いいたします。（詳細P5）

⑦ 感染症対策のため、大会1週間前、終了後1週間後まで「体調管理チェックシート」に

必要事項の記録を行い、ご自身の体調管理をお願いします。（詳細P43）

⑧ 感染症対策に関する情報は、神戸マラソン大会ホームページでお知らせしますので、

必ずご確認の上、ご参加をお願いいたします。

各報道共通注意事項

取材者は指定撮影エリアにおいて神戸マラソン実行委員会事務局発行の「プレスAD」「カメラマンビブス

（撮影関係者のみ）」を着用してください。

➢ プレスAD・カメラマンビブスの発行は所定の報道受付にて行います。（詳細P5）

各救護所内での取材・撮影は一切禁止とさせていただきます。

各関門などで途中棄権された方への撮影・取材は、ご遠慮いただきますよう、ご協力をよろしくお願いい

たします。

■航空取材に関して

ヘリコプターを使用しての航空取材につきましては、航空管制および警察の指示に従っていただき、安全第一

で無理のない取材を徹底していただきますようご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。指示に従わない

飛行に関しては、航空取材を禁止する可能性もありますのでご了承ください。

※神戸マラソンでは、主催、共催、協賛社などを除くドローン及びそれに類する無人飛行物の持ち込み・操

縦・飛行などを禁止します。

※ビル屋上などの高所からの撮影は危険が伴うため、警察からの指導があり、事前に申請していただきますよ

うお願いします。

特にスタート地点付近については、ヘリの撮影は騒音・振動の影響を考慮し、

禁止とさせていただきます。

最新の感染症対策
注意事項はこちら▼



- 10 -

※大会報道以外の企画をお考えの媒体社は大会取材申請書（P44）と同時に企画書を提出していただくことが
あります。

※1 フリーライター・フリーカメラマン フリーの方はお申し込みできませんのでご了承ください。媒体社よ
り企画書をご提出いただき、広報事務局にて判断します。

※2 スポンサーカメラ 広報事務局に撮影場所をご提出ください。

※共催新聞社・サンテレビ・事務局公式カメラは上記の限りではありません。

11月20日（日）について

プレスエリア 撮影について 集合・抽選時間

① スタート地点 抽選 8:00

② フィニッシュ地点 抽選 10:45

■スチールカメラ専用車両（カメラ車）への乗車＜オフィシャル限定＞

先頭ランナーの前を走る車両です。

代表撮影制ですのでご了承ください。

■記録速報（応援ナビ）について

スマートフォン、タブレット、パソコンからアスリートビブス番号、または名前で検索できます。計測データか

らランナーの位置情報を予測し、コースマップ上にアイコン表示します。沿道応援できる通常開催であればコー

スを先回りして家族や友人を応援する場合にも便利です。

※5km毎の通過記録も表示されますが、速報のため参考タイムとなります。

※応援ナビの位置情報は、計測データから計算した予測情報のため、実際のランナー位置を正確に

示すものではありません。また、最初の計測地点（5km）を通過するまではランナーアイコンは動きません。

ＰＣサイトアドレス
https://runnet.jp/ouen_navi/kobe2022.php

■プレスエリアについて

プレスエリアを設ける箇所については事前に申請していただき、当日はエリア内抽選を行います。

詳細は各地点のページをご確認ください。
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① 撮影は所定のプレスエリアでの取材となります。※共催新聞社、サンテレビ、事務局公式カメラはこの限り

ではありません。

② スタートでのスチールカメラ、テレビカメラは共催新聞社、サンテレビ、事務局公式カメラを除き、各エリ

アにつき各社1台までを原則とさせていただきます。必要の際は企画内容を確認し判断させていただきます。

③ 各エリアともオフィシャルカメラを優先とさせていただき、その他は抽選とさせていただきます。

④ 撮影エリア内は各社譲り合いのご協力をお願いいたします。

⑤ 荷物保管場所は設けていません。貴重品などの管理は各自お願いいたします。

⑥ 駐車場はありません。予めご了承ください。

⑦ フィニッシュ地点等への移動は公共交通機関をご利用ください。

⑧ 8:00から抽選を開始します。

⑨ プレスAD、又はカメラマンビブスを着用の上、取材してください。

11月20日（日）について（スタート地点）

お願いと注意事項について

■スタート地点プレスエリアの取材

場 所／神戸市役所前 フラワーロード プレスエリア横（P13参照）

時 間／8:00 集合・抽選

内 容／スタートセレモニー、マラソンスタート

※車道（コース上）での撮影は不可。また車道（コース上）への立ち入りも不可。

※ペン記者用の取材席は設けていません。

各プレスエリア付近での取材をお願いします。

■抽選方法

①抽選時間 8:00

②抽選場所 プレスエリア横

③抽選方法はくじ引き（共催新聞社、サンテレビ、事務局公式カメラを除く）

④抽選はスチール、ムービー同時に抽選します。
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11月20日（日）について（スタート地点）

スタート地点 広域図
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11月20日（日）について（スタート地点）

スタート地点 報道関係エリア詳細図

集合・抽選場所

VIP席
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11月20日（日）について（スタートセレモニー）

■第10回神戸マラソン スタートセレモニーの取材

場 所／神戸市役所前 フラワーロード

時 間／8:45～

登 壇 者（予定）／吉井会長、齋藤知事、久元市長、家次会長、川崎会頭、安井市会議長、水田県議会副議長、

有森裕子、金哲彦、田中希実、大畑大介、野口みずき、ほか

内 容／黙とう、音楽・ひまわりの手袋演出、ファンファーレ、号砲 等

進行プログラム（案）／

時間 プログラム 内容

8:45 開式 登壇者 登台

8:48 黙とう

8:49 スターター等紹介

8:50:30 友好ランナー・ゲスト紹介 ①HYOGO RISING SUN PROJECT/1グループ
②HYOGO MAJORS/1グループ
③国際交流推進ランナー/1グループ
④フレンドシップランナー/7名
⑤ゲストランナー/10名

8:51 ひまわりの手袋演出

① 手袋でひまわり演出の説明
② 「しあわせ運べるように」

8:54:30 ファンファーレ

8:55 スタート5分前
招待選手紹介

8:57 スタート3分前

8:59 スタート1分前
スタータースタンバイ スターター紹介/齋藤兵庫県知事

9:00 スタート号砲
※第１ウェーブスタート スタート号砲/齋藤兵庫県知事

9:09 第１ウェーブスタート完了
ランナー紹介

大会ゲスト/2名
ゲストランナー/5名
フレンドシップランナー/3名
国際交流推進ランナー/1グループ

9:12 スタート3分前

9:14 スタート1分前
スタータースタンバイ スターター紹介/久元神戸市長

9:15 スタート号砲
※第2ウェーブスタート スタート号砲/久元神戸市長

9:26 全スタート終了
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11月20日（日）について（フィニッシュ地点）

■フィニッシュ地点プレスエリアの取材

場 所／フィニッシュ地点

時 間／10:45 集合・抽選

内 容／マラソンフィニッシュ、表彰式、クロージングセレモニー

■抽選方法

①抽選時間 10:45

②抽選場所 プレスエリアＡ横

③抽選方法はくじ引き（共催新聞社、サンテレビ、事務局公式カメラを除く）

④抽選はスチール、ムービーは分けて抽選します。

① プレスエリアは抽選とさせていただきます。

② 10:45から抽選を開始します（「プレスエリアＡ」の南方）。

③ 撮影は所定の撮影エリアでの取材となります。

※共催新聞社、サンテレビ、事務局公式カメラはこの限りではありません。

④ フィニッシュ地点でのスチールカメラ、テレビカメラは共催新聞社、サンテレビ、事務局公式カメラを除き、
各エリアにつき各社1台までを原則とさせていただきます。必要の際は企画内容を確認し判断させていただき
ます。

⑤ 各エリアともオフィシャルカメラを優先とさせていただき、その他は抽選とさせていただきます。

⑥ 撮影エリア内は各社譲り合いのご協力をお願いいたします。

⑦ 「プレスエリアＣ」での脚立の使用はご遠慮ください。

⑧ 駐車場はありません。予めご了承ください。

⑨ プレスルームに関して

※クロークの用意はありません。貴重品は各自の責任において管理してください。

※インターネット回線、FAXおよび電話の用意はありません。

※プレスルームは神戸国際展示場2号館 2階 2B会議室になります。

※表彰式の場所は神戸国際展示場1号館前ステージになります。（荒天時は神戸国際会議場 ４階ロビー）

⑩ プレスAD、又はカメラマンビブスを着用の上、取材してください。

⑪ ランナー、観客の皆様で大変混雑が予想されます。周りに十分注意して、取材・撮影を行ってください。

お願いと注意事項について

フィニッシュ地点 広域図

※ペン記者用の取材席は設けていません。各プレスエリア付近での取材をお願いします。
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11月20日（日）について（フィニッシュ地点）

上位入賞者囲み取材場所

プレスエリア-Ｂ

プレスエリア-Ａ

プレスエリア-C

フィニッシュから
正面プレスエリア
へは約３０ｍ

集合・抽選場所

フィニッシュ地点 報道関係エリア詳細図

プレスエリア-Ｃの設置は、女子選手3位までの時間と

させていただきます。終了後は、ＡまたはＢにご移動
いただきます。
想定時間：11時50分ぐらいまで
※プレスエリアーCで脚立の使用はご遠慮ください。

※設置終了後は広報スタッフの指示に従い速やかに
移動してください。
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11月20日（日）について（表彰式）

■表彰式の取材

場 所／国際展示場1号館前

荒天時／神戸国際会議場４階ロビー

時 間／13:00～13:30

登 壇 者（予定）／入賞者（男女各８名）

久元市長、片山副知事、家次会長、吉井会長、有森裕子副会長、安井市会議長ほか

進行プログラム（案）／

大会当日 国際展示場１号館前ステージ詳細図（予定）

時間 プログラム 内容

13:00 開式／表彰内容紹介

13:05 表彰 1）女子 8位～1位
特別賞（シスメックス賞、日本陸連会長杯）
※女子だけ受賞の場合はここでＭＣＣ表彰

2）男子 8位～1位
特別賞（シスメックス賞、日本陸連会長杯）、
ＭＣＣ表彰（男女1位）

プレゼンター／大会役員、協賛者代表、有森裕子 他
フォトセッション（表彰に引き続き）

13:30 閉式

閉式後 個別フォトセッション

W7200*D5400*H900mm（仮） ①入賞ランナー
いったん上手テントで控え
（イス×16）

②呼び込みコメントで
上手から登壇

イス×8

司会

プレスエリア

テーブル

⑥⑤④③②① ⑦ ⑧

手話

授与物

ア
テ
ン
ド
①

ア
テ
ン
ド
②進

行
ス
タ
ッ
フ

進行スタッフ
進
行
ス
タ
ッ
フ

入賞ランナー

PA

進行

表彰物

表彰物

表彰物

表彰物

表彰物

表彰物

進
行
ス
タ
ッ
フ

英語
通訳

プレゼンター6席
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11月20日（日）について（クロージングセレモニー）

表彰式■クロージングセレモニーの取材

場 所／フィニッシュゲート付近

時 間／16:00～（予定）

出 席 者（予定）／久元市長、片山副知事、吉井会長、有森裕子、野口みずき、金哲彦

進行プログラム（案）／

会場配置（フィニッシュゲート付近）

TIME SCENE CONTENTS

15：30
（30′）

集合・ランナーのお出迎え

16：00
（3′）

最終走者フィニッシュ
～スタンバイ

挨拶者および大会関係者の移動
マイクのセッティング
司会登場～関係者呼び込み

16：03
（8′）

お礼の言葉

閉会の言葉

＜挨拶者＞ 久元喜造 神戸市長
片山安孝 兵庫県副知事
有森裕子
野口みずき
金哲彦

＜挨拶者＞吉井道昭 実行委員会会長

16：11
16：13

司会からの締めコメント
終了

久元市長

金 哲彦

野口みずき

片山副知事

有森裕子

吉井会長

プレスエリア
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「報道以外の利用（商業利用含む）」では、事前に神戸マラソン実行委員会事務局に申請し、承認が必要とな

ります。また、使用できる写真は、以下のとおり、制限がありますのでご確認ください。

①報道以外の利用（商業利用を含む）

◆報道以外の利用（営利目的での利用）とは、報道機関が行う出版物の制作・販売および宣伝告知などの

営利目的とみなされる活動のことです。

◆これらの使用目的がある場合は、ライセンス事務局の承認を必要とし、使用料金が発生します。

②上記以外の利用

◆大会の写真を広告宣伝用および商品化して利用することは大会協賛社・共催新聞社に限られています。

◆神戸マラソン実行委員会事務局の承認なしに撮影された写真は個人的な利用に限られます。

◆大会写真を使用した商品開発については、必ずライセンス事務局にお問い合わせください。

写真・映像の使用について

大会で撮影された映像・写真のご利用は、報道利用のみとなります。

報道利用以外でのご利用につきましては、必ず事前に神戸マラソン実行委員会事務局までお問い

合わせください。

■神戸マラソンの写真定義
・神戸マラソンの大会名が写っている写真（部分的でも神戸マラソンと判明できる場合を含む）
・神戸マラソンの大会ロゴが部分的でも写っている写真
・神戸マラソンの文字を入れた写真
・大会参加者・大会関係者（ボランティアを含む）・スポンサー看板が写っている写真
・大会の配布物が写っている写真
上記いずれかの項目を満たし、かつ下記に示すいずれかのカテゴリーに属する写真
A：大会公式記録写真（神戸マラソン実行委員会事務局が撮影し、管理する写真）
B：大会公式スポンサーおよび報道機関による取材申請・承認を経て撮影された写真

＜注意＞

※ 大会中の映像・写真・記事・記録・参加者等の名前、年齢、住所（国名、都道府県名または市町村名）等のテ

レビ・新聞・雑誌・インターネット等への掲載権・肖像権は主催者（共催新聞社含む）に属します。

※サンテレビからの分岐映像については、在阪スポーツ部長会の申し合わせに基づくものとします。

■テレビ・ラジオ中継
テレビ放送予定●サンテレビ 11月20日（日） 8：30～16：15 7時間45分生放送

（12：00～15：00マルチ放送）
※8：57～11：58は、YouTube、Twitterへ映像を配信

ラジオ放送予定●ラジオ関西 11月20日（日） 8:59～12:00生放送

番組 使用尺3分以内 使用尺3分以上

ニュース番組

スポーツニュース番組

スポーツ中継番組

神戸マラソン実行委員会事務局への
申請不要、使用制限なし

神戸マラソン実行委員会事務局、およびサン
テレビへの申請、使用許諾が必要

その他番組

神戸マラソン実行委員会事務局への
申請、使用許諾が必要。

使用条件は、許諾内容に基づく。

神戸マラソン実行委員会事務局、およびサン
テレビへの申請、使用許諾が必要。

使用条件は、許諾内容に基づく。
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＜大会前＞

□ 65歳以上及び基礎疾患を有する者は、新型コロナウイルスへの感染や感染時に重症化するリスクが高い

ため、参加にあたっては慎重にご判断ください。

□ 事前申請者のみの入場となります。

＜大会当日＞

□ 入口（報道受付）に非接触式検温器にて検温・消毒を実施、体調管理チェックシート(p.43)を確認致します。

※発熱・体調不良の場合は入場をお断りさせて頂きます。

□ マスクを着用し活動してください。

□ 取材では、フィジカル・ディスタンスを確保してください。

＜大会終了後＞

□ 大会終了後１週間、体調管理チェックシートに必要事項を記録してください。体調不良が４日以上続く場合、

各自で保健所や医療機関等の相談の上、陽性の場合速やかに大会主催者へご報告ください。

感染症対策について

本大会は（公財）日本陸上競技連盟が定める「ロードレース開催についてのガイダンス」
等に基づいて感染症対策を最優先に競技運営を行います。

感染症対策のため、大会1週間前、終了後1週間後まで「体調管理チェックシート」に
必要事項の記録を行い、ご自身の体調管理をお願いします。
11月1８日（金）、1９日（土）の大会報道受付の際に提示していただきます。

感染症対策に関する情報は、神戸マラソン大会ホームページで
お知らせしますので、必ずご確認の上、ご参加をお願いいたします。

お願いと注意事項について （P.43参照）

最新の感染症対策
注意事項はこちら▼





参考資料



- 23 -

①コース図
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①コース図
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■招待選手
※選手リストは2022年10月23日現在の情報です。 ※年齢は大会当日（2022年11月20日）のものとなります。

②招待選手
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③HYOGO MAJORS／HYOGO RISING SUN PROJECT
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④ペースセッター／海外特別参加選手／MCC
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■ゲストランナー
※選手リストは2022年10月23日現在の情報です。 ※年齢は大会当日（2022年11月20日）のものとなります。

⑤ゲストランナー
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⑥大会ゲスト
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⑦大会特別ゲスト
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⑧フレンドシップランナー／国際交流推進ランナー
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⑨神戸マラソン 沿道応援イベント

① 各沿道で行われている「神戸マラソン 沿道応援イベント」の取材については、自由取材とさせていただきま

すが、現場ではプレスAD、カメラマンビブスの着用をお願いいたします。

② 歩道での取材は一般の通行の妨げとならないよう十分にご注意いただき、各エリア担当者、審判員、警察官

の指示に従ってください。

お願いと注意事項について
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⑩交通規制
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⑪フレンドシップバンク／医事・救護体制
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⑫ボランティア



⑬神戸マラソン EXPO2022
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神戸マラソン大会実績

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

≪フルマラソン≫ ≪クォーター≫ ≪計≫
受付者数・・・20,743人 2,347人 23,090人
出走者数・・・20,642人 2,316人 22,958人
完走者数・・・20,095人 2,299人 22,394人
完走率・・・・97.4％ 99.3％ 97.5％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/18,19実施） 27,000人（18日 8,000人、19日 19,000人）
（2）市民広場イベント

（ステージイベント、グルメフェスティバル 11/19,20実施） 16,800人
（3）沿道応援イベント

（若松公園、舞子公園、ホームズスタジアム 11/20実施） 12,200人
（4）沿道応援者数 523,000人（出演団体数 116団体）

※（2）のグルメフェスティバルは11/19 13:20以降と11/20は強風のため、中止
（3）のうち舞子公園のイベントは強風のため、中止

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 16地点（19箇所）
（2）救護所利用件数 970件

（うち、医療機関への搬送24人 重大事案なし）
（3）ＡＥＤ配備数 70台
（4）同 使用件数 なし

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）
男子 ①中山卓也 2:24:13

②樋口真大 2:30:00
③平池宏至 2:30:21

女子 ①上谷聡子 2:40:45（招待選手）
②田中千洋 2:41:24（招待選手）
③大山香織 2:44:17（招待選手）

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/18～20）の活動人数 6,094人（実数）

第1回神戸マラソン

第2回神戸マラソン

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

≪フルマラソン≫ ≪クォーター≫ ≪計≫
受付者数・・・17,741人 1,958人 19,699人
出走者数・・・17,215人 1,888人 19,103人
完走者数・・・16,813人 1,841人 18,654人
完走率・・・・97.7％ 97.5％ 97.6％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/23,24実施） 31,500人（23日 15,500人、24日 16,000人）
（2）集客イベント（3箇所） 35,400人（25日）
（3）沿道応援者数 557,500人（出演団体数 118団体）

◆ 救護関係の状況について
（1）救護所設置数 16地点（19箇所）
（2）救護所利用件数 738件

（うち、医療機関への搬送11人 重大事案なし）
（3）ＡＥＤ配備数 95台
（4）同 使用件数 なし
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神戸マラソン大会実績

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）
男子 ①高橋謙介 2:21:13（招待選手）

②樋口真大 2:25:19（第1回神戸マラソン2位）
③田野昌輝 2:27:54

女子 ①大内唯衣 2:39:52（招待選手）
②田中千洋 2:42:21（招待選手、第1回神戸マラソン2位）
③大山香織 2:42:41（招待選手、第1回神戸マラソン3位）

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/22～25）の活動人数 7,102人（実数）

第3回神戸マラソン

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

≪フルマラソン≫ ≪クォーター≫ ≪計≫
受付者数・・・18,518人 2,156人 20,674人
出走者数・・・18,267人 2,144人 20,411人
完走者数・・・17,808人 2,082人 19,890人
完走率・・・・97.5％ 97.1％ 97.4％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/15,16実施） 30,500人（15日 8,000人、16日 22,500人）
（2）集客イベント(３箇所) 41,500人 (17日)
（3）沿道応援者数 585,500人（出演団体数 127団体）

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 13地点(15箇所)
（2）救護所利用件数 857件

（うち、医療機関への救急車搬送14人,主催者車両搬送8人, 重大事案なし）
（3）ＡＥＤ配備数 130台
（4）同 使用件数 なし

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）
男子 ①新井広憲 2:17:01（招待選手）

②高田翔二 2:17:15
③ﾊﾛﾝ・ﾏﾚﾙ 2:17:45（招待選手）

女子 ①田中千洋 2:36:53（招待選手）
②斎藤公美 2:39:51
③上谷聡子 2:43:42（招待選手）

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/14～17）の活動人数 7,227人（実数）

第4回神戸マラソン

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

≪フルマラソン≫ ≪クォーター≫ ≪計≫
受付者数・・・18,045人 1,809人 19,854人
出走者数・・・17,597人 1,783人 19,380人
完走者数・・・17,203人 1,746人 18,949人
完走率・・・・97.8％ 97.9％ 97.8％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/21,22実施） 29,500人（21日 8,000人、22日 21,500人）
（2）集客イベント(３箇所) 35,600人 (23日)
（3）沿道応援者数 616,000人（出演団体数 130団体）
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第5回神戸マラソン

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 16箇所
（2）救護所利用件数 749件

（うち、医療機関への救急車搬送10人,主催者車両搬送14人, 重大事案なし）
（3）ＡＥＤ配備数 123台
（4）同 使用件数 1件

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）
男子 ①ﾊﾛﾝ・ﾏﾚﾙ 2:13:45（招待選手）

②高柳祐也 2:19:59（招待選手）
③杉本芳規 2:20:43

女子 ①齋藤公美 2:38:24（招待選手）
②石本里緒奈 2:38:26（招待選手）
③田中千洋 2:41:15（招待選手）

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/20～23）の活動人数 7,415人（実数）

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

≪フルマラソン≫ ≪クォーター≫ ≪計≫
出走者数・・・17,621人 2,039人 19,660人
完走者数・・・17,080人 1,931人 19,011人
完走率・・・・96.9％ 94.7％ 96.7％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/13,14実施） 28,500人（13日 8,500人、14日 20,000人）
（2）集客イベント(３箇所) 39,250人 (15日)
（3）沿道応援者数 612,000人（出演団体数 132団体）

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 16箇所
（2）救護所利用件数 977件

（うち、医療機関への救急車搬送20人,主催者車両搬送16人, 重大事案なし）
（3）ＡＥＤ配備数 136台
（4）同 使用件数 なし

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）
男子 ①鈴木 忠 2:18:01（招待選手）

②ﾊﾛﾝ・ﾏﾚﾙ 2:19:31（招待選手）
③藤田 将弘 2:25:23（招待選手）

女子 ①杉谷 優衣 2:42:01
②松山 芽生 2:42:35（招待選手）
③宮内 洋子 2:43:05

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/12～15）の活動人数 7,444人（実数）
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第6回神戸マラソン

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

出走者数・・・19,570人
完走者数・・・18,806人
完走率・・・・96.1％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/18,19実施） 27,500人（18日 8,500人、19日 19,000人）
（2）集客イベント(３箇所) 43,000人 (20日)
（3）沿道応援者数 600,000人（出演団体数 118団体）

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 16箇所
（2）救護所利用件数 786件

（うち、医療機関への救急車搬送19人,主催者車両搬送12人, 重大事案なし）
（3）ＡＥＤ配備数 140台
（4）同 使用件数 なし

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）

男子 ①ﾓﾘｽ･ﾑﾜﾝｷﾞ 2:22:31（招待選手）
②八木 勇樹 2:24:30（招待選手）
③齋藤 拓也 2:26:58

女子 ①ｼﾞｬｸﾘｰﾝ･ｷﾌﾟﾘﾓ 2:40:07（招待選手）
②新立 啓乃 2:42:55（招待選手）
③若井 未央 2:42:56

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/17～20）の活動人数 7,500人（実数）

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

出走者数・・・19,709人
完走者数・・・18,947人
完走率・・・・96.1％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/17,18実施） 28,500人（17日 8,500人、18日 20,000人）
（2）集客イベント(３箇所) 41,500人 (19日)
（3）沿道応援者数 600,000人（出演団体数 114団体）

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 18箇所
（2）救護所利用件数 461件

（うち、医療機関への救急車搬送9人,病院搬送車搬送6人）
（3）ＡＥＤ配備数 145台
（4）同 使用件数 なし

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）

男子 ①ｸｧﾘﾙ･ﾙﾑｼｪ 2:12:49（招待選手）
②ｺｽﾏｽ・ｷｴｳﾞｧ 2:14:24（招待選手）
③ﾏｲｹﾙ K･ﾁｪｹﾞ 2:16:08（招待選手）

女子 ①ﾒｰｶﾞﾝ P･ｸﾘﾌﾁﾝ 2:33:14（招待選手）
②ｻﾅ･ｱｼﾞｬﾊﾊﾞｰﾙ 2:35:34（招待選手）
③ｼﾒﾝﾔ A･ｲｴｽﾊﾝﾍﾞﾙ 2:40:41（招待選手）

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/16～19）の活動人数 7,071人（実数）

第7回神戸マラソン
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第8回神戸マラソン

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

出走者数・・・20,395人
完走者数・・・19,562人
完走率・・・・95.9％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/16,17実施） 29,500人（16日 9,500人、17日 20,000人）
（2）集客イベント(３箇所) 42,500人 (18日)
（3）沿道応援者数 600,000人（出演団体数 127団体）

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 18箇所
（2）救護所利用件数 635件

（うち、医療機関への救急車搬送17人,主催者車両搬送22人, 重大事案なし）
（3）ＡＥＤ配備数 204台
（4）同 使用件数 なし

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）

男子 ①ｸｧﾘﾙ･ﾙﾑｼｪ 2:13:54（招待選手）
②ﾘｬﾑ･ｱﾀﾞﾑｽ 2:14:38（招待選手）
③ﾊﾑｻﾞ･ｻﾋﾘｰ 2:18:18（招待選手）

女子 ①ｽｰｻﾞﾝ･ｼﾞｪﾛﾃｨｸ 2:31:38（招待選手）
②ﾑﾝﾌｻﾞﾔ･ﾊﾞﾔﾙﾂｵﾄ 2:31:48（招待選手）
③ﾆｰﾅ･ｻｳﾞｨﾅ 2:33:36（招待選手）

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/15～18）の活動人数 6,808人（実数）

〔参考：大会関係各種データ等 実施報告書より抜粋〕

◆ 大会当日の出走者、完走者等について

出走者数・・・20,320人
完走者数・・・19,444人
完走率・・・・95,7％

◆ 関連イベントへの来場者について
（1）マラソンEXPO（11/15,16実施） 30,000人（15日 9,500人、16日 20,500人）
（2）集客イベント(３箇所) 43,000人 (17日)
（3）沿道応援者数 610,000人（出演団体数 116団体）

◆ 救護関係の状況について

（1）救護所設置数 18箇所
（2）救護所利用件数 657件

（うち、医療機関への救急車搬送14人,病院搬送車搬送14人）
（3）ＡＥＤ配備数 216台
（4）同 使用件数 なし

◆ 上位入賞者（男女3位までの名前・記録）

男子 ①ｼﾞｮﾌﾚｲ･ｸｽﾛ 2:08:46 大会新 （招待選手）
②ｴﾘｳﾄﾞ･ﾊﾞｰﾝｹﾞﾂﾆｰ 2:12:23 大会新 （招待選手）
③坪内 淳一 2:14:05        （招待選手）

女子 ①山口 遥 2:27:39 大会新 （招待選手）
②ｼｾｲ ﾒｾﾈｯﾄ･ｺﾞﾗ 2:31:30 大会新 （招待選手）
③ﾃｽﾌｧﾈｼｭ･ﾒﾙｶﾞ 2:31:43        （招待選手）

◆ ボランティアについて
大会期間中（11/14～17）の活動人数 6,851人（実数）

第9回神戸マラソン
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11月20日（日） 配布リリース一覧（予定）

※都合により内容・時間を変更する場合がございます。

リリース時間 項目 内容 出力項目

1 9:00 沿道応援イベント 出演予定団体数 沿道応援イベントに関する

①出演予定団体数

②出演予定者数

2 9:00 神戸マラソンEXPO 入場者数 18日・19日別、入場者数

報告

3 9:30 気象状況 ①スタート30分前

②スタート時9:00時点の気象状況

※9時以降、16時まで1時間おきに計測

9:00以降、1時間おきに16:00まで
定期的に発表。

4 10:30 出走者数 スタート地点通過者数

（5km通過者確認後、出力）

マラソン男子 登録

マラソン女子 登録

マラソン男子 一般

マラソン女子 一般

招待選手

5 随時 途中経過記録 通過順位 5km地点通過、10km地点通過

15km地点通過、20km地点通過

25km地点通過、30km地点通過

35km地点通過、40km地点通過

マラソン男子 総合20位まで

マラソン女子 総合20位まで

6 確定次第 入賞者リザルト 種目別（陸協確認後） マラソン男子 総合1～8位

マラソン女子 総合1～8位

7 確定次第 種目別速報リザルト 種目別300位まで。 マラソン男子 総合300位まで

マラソン女子 総合300位まで

8 16:00 兵庫県内上位者リスト 兵庫県内在住者（種目別） マラソン男子 兵庫県内 1～20位

マラソン女子 兵庫県内 1～20位

9 当日中 特別ランナーリザルト 招待選手

大会ゲスト

ゲストランナー

フレンドシップランナー

10 18:00 速報 問い合わせ 問い合わせ件数・主な内容

11 18:00 速報 救護情報一覧 大会終了直後の救護情報

■救護所を利用された方々の主な理由は
別途記載が必要。

■AED使用（心肺停止）の場合は、18:00

を待たず、随時発表。

■全「救護所」別の

①救護所利用者件数

②救急搬送件数

③病院搬送車両出動件数

④AED使用件数

12 18:00 完走者数／完走率 速報 マラソン男子 登録

マラソン女子 登録

マラソン男子 一般

マラソン女子 一般
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大会取材申請書

※神戸マラソン実行委員会事務局確認欄

返信先 神戸マラソン広報事務局 行 （電通PRコンサルティング内）

メールアドレス masanori.imaizumi@dentsuprc.co.jp
Fax： ０６－６４８４－８８７０

※事前申請となっています。ご注意ください。
2022年 11月15日（火） 24時 締切 申請日 2022年 月 日（ ）

会社名/
部署名

貴社名 ＴＥＬ

部署名 ＦＡＸ

媒体名 携帯電話

ご担当者名（取材代表者） Ｅ-ｍａｉｌ

11月18（金）19日（土）取材予定 18日（金） 19日（土）
名前 合計人数 備考

内容 ○または× ○または×

神戸マラソンEXPO2022

11月19日（土）取材予定 取材予定 カメラ種別
名前 合計人数 備考

日付 内容 ○または×
Ｓ：スチール
Ｍ：ムービー

19日（土） 招待選手への取材

※招待選手のインタビューを希望される場合は、下記の「その他特記事項欄」に、取材を希望する選手のお名前をご記入ください。
可能な限り調整します。

11月20日（日）取材予定 取材予定 カメラ種別
名前 合計人数 備考

日付 内容 ○または×
Ｓ：スチール
Ｍ：ムービー

20日（日） スタート

フィニッシュ

表彰式

クロージングセレモニー

ヘリコプターでの取材 無 / 有

ビル屋上など高所での取材 無 / 有（ ）

必要枚数 プレスＡＤ 枚 カメラマンビブス 枚

その他
特記事項
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大会取材申請書

※プレスAD・カメラマンビブスは、申請枚数のみのお渡しとなります。

※場所をご記入ください。

※感染症対策のため、大会1週間前、終了後1週間後まで「体調管理チェックシート」に
必要事項の記録を行い、ご自身の体調管理をお願いします。
11月18日（金）、19日（土）の大会報道受付の際に提示していただきます。
感染症対策に関する情報は、神戸マラソン大会ホームページでお知らせしますので、
必ずご確認の上、ご参加をお願いいたします。

最新の感染症対策
注意事項はこちら▼

mailto:masanori.imaizumi@dentsuprc.co.jp

