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2023年2月19日（日）　10：00スタート／10：45 終了
この度は北九州マラソン202３にお申し込みいただきありがとうございます。

この「参加のご案内」をよくお読みになってご来場ください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

参加のご案内 ＜ファンラン＞

公式ホームページ https://kitakyushu-marathon.jp
⬇大会の最新情報をチェックしましょう。

新型コロナウイルス感染症予防対策

ワクチン接種のお願い
接種が可能な方は、新型コロナウイルスワクチンの接種をお願いします｡

【開催可否について】悪天候や災害などで大会を中止する場合、
大会日朝５時までに大会ホームページでお知らせいたします。
※お電話でのお問合せはご遠慮ください。

「北九州マラソン2023新型コロナウイルス感染症予防対策について」
（https://kitakyushu-marathon.jp/measures_against_coronavirus）
をご参照いただき、対策へのご協力をお願いします。
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＜前日：18（土）＞来場時の流れ

＜当日：19（日）＞来場時の流れ

走路

ランナー専用エリア
※一般の方は入る事が出来ません。

START

FINISH

9：00

20：00

ランナー受付開始【西日本総合展示場 新館 1F】

ランナー受付終了

7：00

9：00

9：30

10：00

10：45

当日ランナー受付開始【北九州国際会議場 １F】

当日ランナー受付終了

ランナーエリア入場開始

ファンランスタート

ファンラン終了（制限時間）

２月18日土  大会前日

2.18-19 大会スケジュール

２月19日日  大会当日

近隣の有料駐車場は非常に混雑することが予想されます｡
また、当日は会場周辺で交通規制を実施します。自家用車などでの来場はご遠慮ください。

2月18日土 9:00～20:00
前日もしくは当日のどちらかにお越しください。　※それぞれ会場が異なりますのでご注意ください。

前日 当日西日本総合展示場新館１Ｆ
（北九州市小倉北区浅野3-8-1）

2月19日日 7:00～9:00
北九州国際会議場１F
（北九州市小倉北区浅野３-９-３０）

ランナー受付 会場図
参照

更衣室・手荷物置場
北九州国際会議場１F

※ファンランのみ

※悪天候や災害などで交通機関に影響が出た場合は、受
付時間を延長する場合があります。ホームページを確認い
ただくか、コールセンターにお問い合わせください｡

お問い合わせ

☎093-531-2515
平日9：00～17：00
※2/18（土）9：00～20：00　※2/19（日）5：00～16：00

北九州マラソンコールセンター

ー EXPOのお知らせ ー
西日本総合展示場 新館

2月18日土 9:00ー19:00
2月19日日 9:00ー16:00
協賛企業等によるブースが上記の時間に出展されます。
ランナーだけでなく、どなたでもお楽しみいただけます｡
（混雑回避のため、入場人数を制限することがあります。）

荷物の取り違えや忘れ物のお問い合わせは、当日はスタート、
フィニッシュの各総合案内所、翌日以降はコールセンターへ
お願いします｡
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ワクチン・検査パッケージの実施

１　概要
北九州マラソン２０２３では、ご参加いただくランナーの皆様に、大会前日のランナー受付において「ワクチ
ン接種証明書」「PCR検査陰性証明書」「抗原検査陰性証明書」のいずれか１つをご提示いただくこととし
ました。
これにより、ランナーの皆様のみならず、医療スタッフやボランティアなど、すべての大会関係者の安全・安
心を確保していきたいと考えています。
何卒、ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

２　手続き
大会前日（2月18日）、大会当日（2月19日）のランナー受付にて、本人確認書類等と一緒に、下記のいずれ
か１つのご提示をお願いいたします。
①ワクチン接種証明
２月４日（土）までに３回目の接種を終えたことを証明するもの

②PCR検査陰性証明書
　２月16日（木）9:00以降の検査による陰性証明書。
③抗原「定量」検査陰性証明書
　２月16日（木）9:00以降の検査による陰性証明書。
④抗原「定性」検査陰性証明書
　２月18日（土）9:00以降の検査による陰性証明書。

ワクチン接種証明とは下記の４つを指します。

（１）新型コロナワクチン接種証明書アプリ
（２）新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
（３）新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
（４）新型コロナワクチン接種記録書

3　PCR検査、抗原検査
・一定の要件を満たす方を対象に、都道府県が無料でPCR検査、抗原検査を実施している場合があります
ので、まずはお住いの都道府県の状況を各自でご確認ください。
・自費検査の場合は、厚生労働省「自費検査を提供する検査機関一覧」での受検をお願いします。

【注意事項】
(①について）
・「新型コロナウイルス接種証明書アプリ」は、デシタル庁、各自治体どちらのものでも結構です。
アプリ画面で氏名、生年月日、接種記録を表示ください。
・3回目の接種を終えている場合、2回目までの接種証明書をお持ちいただく必要はありません。
・コピーや写真での提示でも結構です。（ただし内容が確認できるもの）
(②③④について）
・紙の接種証明書は原本に加え、コピーや写真の提示でも結構です。（ただし内容が確認できるもの）
・陰性であることを証明する検査機関のメールやWEB画面の提示（スマートフォン画面への表示）でも
結構です。



❹

・ランナー受付に必要な書類を提示いただけない場合は、出走できません。
・代理受付はできません。必ずご本人がお越しください。
・ペアリレーマラソンに出場される方は、必ずお二人とも受付にお越しください
（別々でも可です）。
・大会当日の受付は一切行いません。

ランナー受付（前日・2月18日 （土） 9:00～20:00／ 当日・2月19日（日）7:00～9:00）
１．ランナー受付

ご注意ください‼!

（１）検温
37.5℃以上の発熱がある場合は、入場及び大会への参加ができません。その場合、参加料の返金
はありません。

（２）必要書類のチェック
窓口で下記に記載している「ランナー受付に必要な書類」の（１）（２）（３）（４）を提示してください｡

（３）ナンバーカードセットなどの交付
ランナー受付窓口に「ランナー受付に必要な書類」の（４）「ナンバーカード引換証（スマート
フォンの画面、または印刷した紙）」を提示してください。引き換えにナンバーカードをお渡し
します。

2．ランナー受付に必要な書類（事前にご用意ください）

スマートフォンの画面 印刷した紙

または

左：（3）体調管理チェック
右：（4）ナンバーカード引換証QRコード

上段：（3）体調管理チェック
下段：（4）ナンバーカード引換証QRコード

2021年2月13日～2021年2月20日

（３）体調管理チェック（スマートフォンの画面、または印刷した紙）
（４）ナンバーカード引換証（スマートフォンの画面、または印刷した紙）

（１）本人確認書類
●以下のいずれか1点。原本のみを許可し、コピー等は不可とします。
・運転免許証　・旅券（パスポート） ・マイナンバーカード（通知カードは不可） ・住民基本台帳カード 
・特別永住者証明書　・在留カード　・住民票 　・国民年金手帳 　・健康保険証 　・介護保険証　 ・身体障害者手帳 
・療育手帳 　・精神障害者保健福祉手帳

（２） ワクチン接種証明書 または PCR検査・抗原陰性証明書（P.3 参照）

※（３）と（４）は同じページに表示されます。

【実施手順】
・１月１９日（木）または２月１０日（金）に配信したメールのＵＲＬもしくは
右のＱＲコードから健康チェック画面にアクセスしてください。
・２月１２日（日）から大会前日２月１８日（土）（当日受付の場合は２月19日（日))
までの健康チェックを行った上で、ランナー受付にご提示ください。
・前日は「△」、当日は「○」の表示になれば、準備完了です。
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PAT No. L -11

参加者氏名 手荷物トラックBaggage Car No. 1
3001

スタート

フィニッシュ

５kmの部
折り返し

３kmの部
折り返し

３．ランナー受付でお渡しするもの

◉ 制限時間

◉ スタートエリア整列
9:00から9:30まで【Ａ】高校生以下【Ｂ】親子【Ｃ】大
人の待機列を作ります。
9：30から【A】、【B】、【C】の順でスタートエリアへの入
場を開始します。
9：50からスタートセレモニーを開始します。
※大会スタッフの指示に従ってください。

スタート後、45分経過した時点で失格となり、歩道に上
がっていただきます。その際は係員の指示に従ってください｡

◉ 競技途中で棄権する場合 
コース上の係員に途中棄権することを申告し、歩道にあが 
ってください。

レース前（当日朝）
◉ 必要なもの

ナンバーカード裏面

●ナンバーカード ●手荷物袋
　（手荷物シールを貼ったもの）裏面の必要事項を

必ず全て記入してください。

◉ 更衣室・手荷物置場

●入室時にナンバーカードの提示をお願いします。
また、手荷物検査を行う場合があります。
●着替えが終わった方は指定の場所に荷物を置いてくだ
さい。レース中、スタッフが管理します。

北九州国際会議場１F　7：00～
（P2.会場図参照）

◉ コースについて
●コースは3kmと5kmの２種類です。当日の体調に合わせ
て走る距離をお選びください。

※小学生につきましては、身体への負担を
考慮し、３kmコースにご参加ください。

●右側走行です。対面するランナーと接触
しないように十分注意してください｡

●各折り返し地点に係員がいますので、
係員の指示に従って折り返してください。

2023

※受付時にお渡しする「手荷物袋」に入るもののみをお預かりします｡
※傘等の手荷物袋からはみ出る荷物や、キャリーバッグなどの大型
荷物はお預かりできません。
※貴重品や壊れ物、なま物はお預かりできません。

3001
手荷物　　西日本総合展示場
Baggage         West Japan General Exhibition Center

2023

3001
手荷物　　北九州国際会議場
Baggage          Kitakyushu International Conference Center

2023

スポンサー名

スポンサー名

●手荷物シール●ナンバーカード

ナンバーカードセット

●安全ピン

●手荷物袋

●広告チラシ

●プログラム
●防寒ポンチョ
　

50cm

70cm

受付袋セット

この袋に入る物のみの
お預かりとなります。

晴天時も寒さ対策に
ご利用ください。
低体温症の防止につ
ながるため、スター
ト後も捨てずに携行
してください。

緊急車両の通行、進入について重 要
レース中に、コース上を緊急車両が通行する場合は緊急車両の
通行を優先するため、ランナーの走行を一時停止していただくこ
とがあります。その際は、必ず係員の指示に従ってください。

コースマップ
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小倉駅

井筒屋

あるあるCity

セントシティ

平和通駅

小倉城口 (南口 )

新幹線口 (北口 )

あさの汐風公園

西日本総合展示場
新館

１９９

北九州市役所

リバーウォーク
北九州

小倉記念病院

北口

南口 リーガロイヤル
ホテル小倉

北九州マラソン当日は、長時間に渡る大規模な交
通規制のため交通渋滞が予想されます。お出かけ
には、マイカーの使用を控え公共交通機関のご利
用をお願いします。

2月19日（日）は ノーマイカーデー

フィニッシュ地点

スタート地点

前日受付会場

EXPO会場

ミクニワールドスタジアム北九州

当日受付会場
※ファンランのみ

西日本総合展示場１Ｆ
北九州市小倉北区浅野３丁目８-１
●JR小倉駅新幹線口より徒歩5分
（ペデストリアンデッキ直結）

前日受付会場・EXPO会場
＆スタート・フィニッシュ地点

北九州国際会議場１F
北九州市小倉北区浅野３-９-30

当日受付会場

◉ WEB完走証
「WEB完走証」は、フィニッシュ後すぐに、お手持ちのス
マートフォンやパソコンから発行できます。WEB完走証の
「後日発送」は行いません。※記録の記載はありません。

フィニッシュ後

その他注意事項

※レース前やレース中、体調に異常を感じた場合は、無理をせず
棄権を申し出てください。

※当日、主催者の判断で競技中止を指示することがありますので、
ご注意ください。

●十分なトレーニングを積み、しっかりと体調を整えてご
参加ください。

●大会中は、係員の指示に従ってください。
●登録の部の参加者は、競技者としてふさわしい服装で参
加してください。
●スポーツイベントにふさわしくない仮装や装着物を施し
た方の出走は認めません。
●小さなお子様を連れての出走やベビーカーを押しながら
の出走、ペットの伴走等はできません。

●急に進路変更をしたり、給水・給食時に突然、立ち止
まったりすると大変危険です。特に、スタートやフィニッ
シュ地点付近では、他のランナーとの距離を十分に保っ
てください。

会場までのアクセス ※会場への自家用車での送迎や貸切バスでの来場はご遠慮ください。

●その他、ランナーとしての最低限のマナーを守って大会
に参加してください。

●大会当日は交通機関、会場などあらゆる場所で混雑が
予想されます。時間に余裕を持ってお越しください。ま
た、交通渋滞の発生が予想されます。マイカーの利用は
お控えください。

●不審物・不審者を発見したときは、ただちに大会スタッ
フに連絡してください。

●ドローンおよびそれに類する無人航空機の持ち込み・操

◉ 大会参加者保険について

※詳細につきましては、補償内容が確定後、大会ホームページに掲載
いたします。

本大会では、参加ランナーのみなさんが大会参加中に被っ
た傷病等に対する保険に加入します。

◉ 記念品
出走された方にはタオルを差し上げます。

！

各自で雨・防寒対策（手袋、帽子、ロングタイツ、アームウォーマー等）の準備をしてください。
また、受付でお渡しする防寒ポンチョは寒くなったらいつでも着用できるよう、走行中も携行してください。

過去３年間の気象データ（２月19日）
降水量（m/m）
合　計

風速（m/s）
最大瞬間風速平均風速

気温（℃）
年 最低気温 最高気温平均気温 最大風速

6.6
6.0
4.9

0.5
0.2
3.5

12.9
11.9
6.4

0.0
0.0
13.0

2.2
4.2
1.7

4.7
6.7
3.8

7.9
11.5
7.8

2020年
2021年
2022年


