
福岡市政担当記者各位 令和３年３月 15 日 

福岡マラソン２０２１の大会概要が下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。   

   「人をつなぐ。まちをつなぐ。未来へつなぐ。」を大会テーマに、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減

させた中での安全・安心な大会を再開できるよう、国・県が示す基準や、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財

団法人日本陸上競技連盟が策定しているガイドライン・ガイダンスに基づき、感染症対策を講じてまいります。 

■ 開 催 日 時 令和３年 11 月 14 日(日)＜雨天決行＞ 

8：10 車いす競技 スタート 

 8：20 マラソン・ファンラン スタート 

 15：20 マラソン終了 

■ コ ー ス  ① マラソン＜日本陸上競技連盟公認コース＞

【スタート】福岡市中央区天神 【フィニッシュ】糸島市交流プラザ志摩館付近 

② 車いす競技・ファンラン（5.2 ㎞）

【スタート】福岡市中央区天神 【フィニッシュ】福岡市博物館付近

■ ランナー募集 (国内在住者に限定)

（１） 種目・定員・制限時間・参加料

種目 エントリー区分 定員 制限時間 参加料 

マラソン
（42.195km） 

登録の部 
一般の部 

個人 
グループ 

12,000 人 
※1

7 時間 14,800 円 ※2 

車いす競技 
（5.2km） 

高校生以上 
個人 

20 人 
※1

30 分 
3,300 円 

中学生 2,200 円 

ファンラン
（5.2km）

高校生以上 個人 
グループ 

2,000 人 
※1

65 分 
  3,800 円 ※2 

中学生 2,200 円 

※1  定員には抽選枠、先着枠の人数を含みます。

※2 新型コロナウイルス感染症対策を実施した上で安全・安心な大会を開催するために、

参加料を一時的（原則として 2021 大会のみ）に増額させていただきます。 

（２） 申込方法

インターネット

（３） 申込期間

４月 19 日（月）10 時  ～  ５月 24 日（月）20 時 

※ 定員を超えた場合は抽選を行う（状況により追加抽選あり）。

※ 抽選結果は７月２日（金）に通知予定。

本件については、伊都国記者会へもお知らせしております。 

福岡マラソン総合コールセンター 

電話：092-711-4422

 

福岡マラソン 2021 における 
新型コロナウイルス感染症対策 

福岡マラソン２０２１ 大会概要が決定！ 

ランナー、ボランティア、スタッフなどの
大会参加者全ての体調管理・検温・消毒・
マスク着用を徹底するほか、
ランナーのエントリーを国内在住者に限
定する、応援者が密集する場所では応援
自粛エリアを設ける等の対策を実施して
まいります。

お
問
合
せ
先



 

 

 

 

■大会名称   福岡マラソン２０２１ 

（読み方）   ﾌｸｵｶﾏﾗｿﾝﾆｾﾝﾆｼﾞｭｳｲﾁ 

（英文表記）  FUKUOKA MARATHON２０２１ 
■主 催     福岡市、糸島市、一般財団法人福岡陸上競技協会 

■共 催     株式会社西日本新聞社 

■企画・運営  福岡マラソン実行委員会 

■主 管     一般財団法人福岡陸上競技協会 

■運営協力   福岡市陸上競技協会 

■特別後援   九州朝日放送株式会社、株式会社朝日新聞社 

■後 援 

福岡県/福岡県教育委員会/福岡市教育委員会/糸島市教育委員会/(公財)福岡市スポーツ協会/糸島市体育協会/福岡

市障がい者スポーツ協会/福岡市スポーツ推進委員協議会/糸島市スポーツ推進委員会/(特非)福岡市レクリエーション

協会/福岡市女性スポーツ活動団体連絡協議会/福岡商工会議所/糸島市商工会/(一社)福岡青年会議所/We Love天神

協議会/(公財)福岡観光コンベンションビューロー/（一社）糸島市観光協会/(一社)福岡市医師会/（一社）糸島医師会/日

本赤十字社福岡県支部/ＮＰＯ法人福岡地域救急医療連携推進協会/福岡市自治協議会等７区会長会/糸島市行政区長

会/福岡北九州高速道路公社/ (一社)福岡県バス協会/(一社)福岡市タクシー協会/（公社）福岡県トラック協会/九州旅客

鉄道株式会社/西日本鉄道株式会社/昭和自動車株式会社/福岡市議会マラソン議連/福岡ランナーズクラブネットワーク

/（一社）日本スロージョギング協会/福岡マラソン糸島協力会 ＜順不同＞ 

■協 賛 

 

■開催日時 2021年（令和３年）11月14日（日）※雨天決行 

8：10 車いす競技 スタート 

8：20 マラソン／ファンラン スタート 

15：20 マラソン終了 

 

■競技規則  

2021年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規定による。 

 

■コース  

（1）マラソン 

福岡市中央区天神（渡辺通り天神交差点）付近をスタートし、糸島市交流プラザ志摩館付近をフィニッシュとするコース 

＜日本陸上競技連盟公認コース＞ 

（2）車いす競技及びファンラン 

福岡市中央区天神（渡辺通り天神交差点）付近をスタートし、福岡市博物館付近をフィニッシュとするコース 

 

■種目・定員・制限時間・参加料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 福岡・糸島市民枠2,000人、連続落選者枠500人、グループボランティア出走枠100人を含む。 

※2 ふくおかスポーツ応援ランナー枠200人、個人ボランティア出走枠200人を含む。 

（1）ファンランは、楽しみながら走ることを目的とし、競技的なランニングとは一線を画す種目とする。そのため、記録の 

計測及び表彰は行わない。また、スタート整列は最後尾ブロックとなる。 

（2）制限時間は号砲を基準とする。 

（3）個人エントリーとグループエントリーの重複申し込みはできない。 

（4）グループエントリーでの申込は1グループ2人～10人まで。 

 

福岡マラソン２０２１大会要項 

エントリー区分 定員 制限時間 参加料

高校生以上 3,300円

中学生　 2,200円

高校生以上 3,800円

中学生　 2,200円

14,800円

種目

20人
※2

30分

マラソン
（42.195ｋｍ）

ファンラン
（5.2ｋｍ）

登録の部
一般の部

12,000人
※1 ※2

2,000人
※2

7時間

65分

個人
グループ

個人

個人
グループ

車いす競技
（5.2ｋｍ）

参考資料 



 
■参加資格  

国内居住者に限る 
（1）マラソン 2003年（平成15年）4月1日以前に生まれた方（高校生を除く） 

①登録の部 2021年度日本陸上競技連盟登録競技者 

②一般の部 日本陸上競技連盟未登録者等 

①②共に、本大会が推薦する国内の競技者を含み、6時間45分以内に完走できる男女。 

（2）車いす競技  
レース仕様車（日本パラ陸上競技連盟競技規則による）で30分以内に完走できる中学生以上の男女（健常者の参加 
は不可）。 

（3）ファンラン 
50分以内に完走できる中学生以上の男女。 

※マラソン及びファンランでは障がいのある方で単独走行が困難な方は伴走者及びガードランナーをそれぞれ1人つ 
けることができる（盲導犬の伴走は不可）。ただし、「登録の部」の参加者がガードランナーをつけた場合、福岡陸上 
競技協会の記録証明書を発行することはできない。 

※マラソン及びファンランでは車いすでの参加は不可。 

 

■仮装等について 

（1）登録の部の参加者については仮装しての出走は認めない。 

（2）登録の部以外の参加者については、他のランナーや応援者を不快にさせたり、自身や他人に危険を及ぼすなど、 

スポーツイベントにふさわしくない仮装は認めない。 

（3）ベビーカーを押しながらの出走、参加者以外の者をコース内に招き入れて伴走させる等の行為、ペットの伴走は不可。 

（1）～（3）が遵守されない参加者は、主催者の判断で出走前、出走中にかかわらず競技中止を指示する場合がある。 

 

■収容関門 

（1）交通・警備、競技運営上、下記の地点に関門を設ける。閉鎖時刻までに関門を通過できなかった参加者は、競技を 

続けることができない。競技中止となった場合は、係員の指示に従って収容車に乗車すること。 

（2）閉鎖時刻前でも、主催者が次の収容関門の閉鎖時刻までに到達できないと判断したとき、競技続行不可能と判断 

したときは、競技中止を指示する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■申込受付期間 

  2021年（令和3年）4月19日（月）10時から5月24日（月）20時まで 
 
■申込方法（個人） 

（1）方法 インターネット 
※グループエントリーとの重複申し込みは不可。 

（2）参加者の決定 定員を超えた場合は抽選を行う。 
（3）入金 当選者は指定期日までに参加料を入金のこと。 

 
■申込方法（グループ） 

（1）方法 インターネット 
※個人エントリーとの重複申し込みは不可。 
※1グループ2人から10人まで 

（2）参加者の決定 定員を超えた場合は抽選を行う。 
（3）入金 当選者は指定期日までに参加料を入金のこと。 

 
 
 

【マラソン】 【車いす競技】

距離 閉鎖時刻 距離 閉鎖時刻

1 百道中央公園 5.3km 9:25 1 福祉センター交差点先 0.8km 8:15

2 小戸西交差点手前 9.9km 10:09 - フィニッシュ 5.2km 8:40

3 今宿駅前交差点先 14.3km 10:52

4 九州大学伊都キャンパス 19.8km 11:44 【ファンラン】

5 今津運動公園 25.0km 12:33 距離 閉鎖時刻

6 北崎小学校 29.8km 13:20 - フィニッシュ 5.2km 9:25

7 昭和バス西浦待機所 32.9km 13:50

8 伊牟田交差点手前 36.9km 14:28

9 吉田三叉路手前 40.1km 14:59

- フィニッシュ 42.195km 15:20

場所 場所

場所



 
■参加者受付 

（1）日時：2021年11月12日(金) 12：00～20：00、13日（土）10：00～20：00（予定） 
※大会当日(11月14日)の受付は行わない。 

（2）会場：福岡市役所西側ふれあい広場（予定） 
 
■表彰 

（1）マラソン総合：男女各1位～8位 
（2）マラソン年代別：年齢区分（24歳以下、25歳以上29歳以下、以下同様に74歳まで5歳刻み、75歳以上）の男女各1位～3位 
（3）車いす競技：男女各1位～3位、ジュニア（中高生）1位～3位 

    ※マラソン、車いす競技ともに表彰式は行わず、賞状等は後日送付する（予定）。 
※ファンランの表彰は行わない。 

 
■個人情報の取り扱い 

（1）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 
を取り扱う。 

    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）、アンケート調査等に利用する。 
   ※主催者または福岡マラソンエントリーセンターから申込内容に関する確認連絡をすることがある。 
   ※大会プログラム及びアスリートビブスに氏名を表示する他，氏名・年代・タイム等をインターネットで公開する。 

（2）大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者及び主催者が承認した第三者が大会運営及び宣伝等の目的で、 
大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等の媒体に掲載することがある。 

 
■新型コロナウイルス感染症予防対策 

（1）主催者は、国や県が示す基準や公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本陸上競技連盟が策定するガイ
ドライン・ガイダンスに基づき、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じる。 

 （2）主催者は、参加者が感染者、濃厚接触者、感染疑い者に該当する場合については、参加を認めないことがある。   
（3）主催者が別途定める「新型コロナウイルス感染症予防対策に係る申込規約」に同意しない場合、他の参加者の安全を 

確保する等の観点から、参加を取り消したり、途中退場を求めることがある。 
（4）主催者は参加者に対し、大会前1週間、大会後2週間の体調管理チェックを実施する。 
（5）主催者が加入する保険は、新型コロナウイルス感染症の適用外となる。また、参加者の感染に対して、重大な過失が 

ある場合を除き、主催者は責任を負わない。 
 
■その他 

（1）参加者の手荷物は、スタート会場からフィニッシュ会場まで主催者で搬送する。受付時に渡す手荷物袋に入る物のみ 
とする。途中の道路事情により手荷物の到着が遅れる場合がある。 

（2）大会参加に関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等、体調には万全の配慮をした上で自己の 
責任で参加すること。なお、主催者が競技続行に問題があると判断した場合は、競技中止を指示する場合がある。 

（3）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、どこでも緊急車両等が通行する可能性がある。その  
際は、スタッフの指示により一時競技を停止させる場合がある。 

（4）大会会場(コース上も含む)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、広告的なものを身につ
けたり表示することはできない。 

（5）主催者は、主催者の責めによらない傷病・事故・紛失等について一切の責任を負わない。なお、主催者に責めがある 
場合でも故意または重過失でない限り、賠償責任は主催者が加入する保険の範囲を限度とする。 

（6）大会会場に駐車場はないため、公共交通機関を利用すること。公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者
は一切責任を負わない。 

（7）地震・風水害・荒天・積雪・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となった場合、参加料につい
ては、中止までに要した経費等を差し引いた上で返金の有無及び金額を決定する。 

（8）上記の他、大会に関する事項については大会主催者の指示に従うこと。 
（9）本要項の内容については変更になる場合がある。変更があった場合は大会ホームページにて告知する。 

 
■大会に関するお問い合わせ先 
  福岡マラソン実行委員会事務局 
  〒810‐8620 福岡市中央区天神 1-8-1 福岡市役所７Ｆ 
  TEL：092-711-4676（受付時間／9:30～17:00※土・日・祝日は除く） 
  FAX：092-733-5595 



 

 

 

① 緊急事態宣言が解除されていること。 

※緊急事態宣言発令中であっても、緊急事態宣言の要請内容にイベント開催の中止もしくは 

自粛が含まれていない場合は開催できるものとする。 

② 新型コロナウイルス感染症に関する診療体制が整っている。緊急時の後方支援病院があること。 

③ 大会に関わる全ての人（参加ランナー、大会役員、競技役員、ボランティア、メディア、業者など）の 

連絡先を把握し、健康状態の管理体制が整えられていること。 

 

 

 

大会全般 ・新型コロナ感染症対策にかかる危機管理体制の構築 

大会に関わる全ての 

人にお願いすること 

・大会前後の健康管理の徹底（大会前１週間の体調管理チェックシートの提出、大会後 

２週間の体調管理） 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用推奨 

・マスク着用の徹底（ランナーはレース中を除く） 

・手指消毒の徹底 

・使用したマスク等のゴミの持ち帰りの徹底 

エントリー関連 ・国内居住者にエントリーを限定 

ＥＸＰＯ会場 

スタート会場 

・会場入口での検温実施（発熱者は参加不可） 

・会場入口など会場内に消毒スプレーを設置 

・ＥＸＰＯ会場はランナー専用とし、一般者は入場させない 

・EXPO 会場は長時間滞留しないよう呼びかけ 

・受付や参加賞渡しには飛沫防止シートを設置 

・スタートの整列ブロックを広げ、可能な限り間隔を確保 

・着替えての来場、更衣室の利用は短時間で済ませるよう呼びかけ 

コース上 ・給食での提供する物は可能な限り個包装で提供 

・給水給食は手渡ししないで机上で渡すことの徹底 

・給水給食所、仮設トイレなどに消毒スプレーを設置 

・仮設トイレ等の定期的な消毒を実施 

・救護所は利用前に検温、発熱者は飛沫防止シート等で区切ったエリアで処置 

・ボランティア等へのスタッフには従事する業務によりフェイスシールド、使い捨て手

袋、防護服等を着用 

・スタート 5.2km フィニッシュ 今宿駅 西都１丁目交差点  

フィニッシュ 付近を応援自粛エリアとする。それ以外の場所で応援する場合は 

「間隔を空ける」「声を出して応援しない」等を呼びかけ 

フィニッシュ会場 ・完走証をＷｅｂ発行に変更 

・完走メダルの廃止 

・「おもてなし会場」はランナー専用とし、一般者は入場させない 

・「おもてなし会場」の飲食ブースや休憩スペースは設置しない 

シャトルバス 

収容バス 

・車内は換気を良くして運行 

・乗車時の手指消毒、不必要な会話はしないよう呼びかけ 

（シャトルバスではマスク着用も） 

・乗車前は間隔を空けて並ぶよう呼びかけ 

※ 対策内容については、感染症に関する最新情報に基づきながら随時検討を行い、内容を修正 

しながら、最適な対策を講じてまいります。 

福岡マラソン２０２１の大会運営における 

新型コロナウイルス感染症予防対策について 

（1） 福岡マラソン開催の前提条件 

（2） 対策内容 



マラソンコースについて

【マラソン】 【⾞いす競技】

【ファンラン】

吉⽥三叉路⼿前
フィニッシュ会場

九州⼤学伊都キャンパス
今津運動公園第5収容関⾨

第6収容関⾨

場所

百道中央公園
⼩⼾⻄交差点⼿前
今宿駅前交差点先

19.8km
第3収容関⾨
第4収容関⾨

地点

5.3km
9.9km

関⾨

第1収容関⾨
第2収容関⾨

25.0km
北崎⼩学校

昭和バス⻄浦待機所
伊牟⽥交差点⼿前

13:50
14:28

29.8km
32.9km
36.9km
40.1km
42.195km

14:59

閉鎖時刻

第9収容関⾨
15:20

9:25
10:09
10:52
11:44
12:33
13:20

－

第7収容関⾨
第8収容関⾨

14.3km

場所

0.8km 第1収容関⾨ 8:15 福祉センター交差点先

5.2km － 9:25 フィニッシュ(福岡市博物館付近）

収　容　関　⾨

5.2km － 8:40 フィニッシュ(福岡市博物館付近）

地点 関⾨ 閉鎖時刻 場所

地点 関⾨ 閉鎖時刻

車いす収容関門

0.8km

糸島市交流

プラザ志摩館

福岡市博物館

25.0

福岡

PayPayドーム
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