１５ マラソン（ロードレース）大会・ウォーキング大会実施状況
市町村

名

称

実施期日

主な参加対象

熊谷市

行田市

秩父市

フルマラソン一般の部／女子ビギナーの部
：6時間で完走できる19歳以上
ファンラン部門：小学生以上（各部の参加資格による）

さいたま市・南会津町たていわ親善ツーデーマーチ

令和元年9月28日・29日

さいたま市内在住・在勤・在学の方、南会津町民

さいたマーチ～見沼ツーデーウオーク～

令和2年3月28日・29日

年齢・性別を問わず健康な人。
ただし、小学生以下は保護者または引率者の同伴が必要。

1日目約7.5km
2日目約7km
5km、10km、15km、
8,659人
20km、30km

市内外問わず誰でも

2,500人 5㎞

川越市生涯スポーツフェスティバル

令和1年11月24日

健康かつ本大会規約を遵守できる方

小江戸川越トラックフェスティバル

令和2年1月12日

小学５年生以上の健康な男女

令和2年1月18日

市内スポーツ少年団員

令和2年1月25日

中学男女、一般男女、一般混成

令和2年3月22日

小学生～一般

スポーツ少年団
第44回新春マラソン大会
熊谷めぬま駅伝大会

第３8回川口マラソン

令和元年１２月１日

小・中・高校生・一般

第35回行田市鉄剣マラソン大会

平成31年4月28日

小学生以上

第62回“浮き城のまち行田”駅伝競走大会

平成30年12月2日

小学４年生以上

昇仙峡ウオーキング

令和1年6月2日

市内在住・在勤

秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース大会

令和1年6月9日

一般

令和元年4月13日、14日

一般

第30回所沢シティマラソン
第17回飯能新緑ツーデーマーチ
第6２回奥むさし中学校駅伝競走大会
第１８回奥むさし駅伝競走大会

加須市

本庄市
東松山市
春日部市
狭山市

羽生市
鴻巣市

上尾市
草加市
越谷市

蕨市
戸田市
入間市

朝霞市

令和1年12月1日
令和元年5月25日,26日
令和元年12月7日

中止

令和2年1月26日

小学生以上
年齢・性別問わず
健康な方
入間地区管内の中学校
１～２年生
高校の部 一般の部

加須こいのぼりマラソン大会

令和元年12月1日（日）

親子、小学、中学、高校、一般

加須ふじの里駅伝大会

令和2年3月15日（日）

小学、中学、一般

第23回本庄早稲田の杜クロスカントリー
＆ハーフマラソン大会

平成31年4月14日

ハーフ・12km⇒高校生以上
6km⇒中学生以上
1.5km⇒小学1-6年、中学生以上

第４１回日本スリーデーマーチ

平成３０年１１月２～４日

第14回唐子へそマラソン大会
春日部大凧マラソン大会

平成30年12月8日
令和1年5月4日

親子（小学１～３年生）、小学４～６年生、中学生、一般
小学４年生以上

クロスカントリーin Sayama2019

令和元年12月8日

アマチュアで健康な方
・小学1～2年生までの親子ペア
・小学3年生以上

狭山 茶の里ウォーキング

令和元年11月10日

市内・市外を問わない

第３７回藍のまち羽生さわやかマラソン大会
市民ラジオ体操＆健康ウォーキング
第３8回鴻巣パンジーマラソン

深谷市

令和1年11月3日

小江戸川越ハーフマラソン2019

秩父いってんべぇウォーキング2Ｄａｙｓ
所沢市
飯能市

名

令和元年12月7日・8日

熊谷さくらマラソン大会
川口市

実施の距離

第５回さいたま国際マラソン

さいたま市

川越市

事務局等連絡先

定員
（又は実績）

令和2年3月8日
令和元年7月13日（土）
令和2年3月7日（土）

一般

アマチュア
小学生以上・一般
親子・小学生・中学生・一般

20,810人

42.195㎞、8㎞、1.5㎞、
1.2km周回、1㎞

160人

ハーフ：21.0975㎞
10,000人 10㎞：10㎞
FunRun：4㎞
小学生：2㎞
300人 中学生：3㎞
一般：5㎞
1,100人 1㎞～2㎞
340チーム 13.86km
1.5ｋｍ、2.5ｋｍ、5ｋｍ、
9,600人
10ｋｍ、ハーフ
ﾊｰﾌ：2000名
2ｋｍ・3ｋｍ・10ｋｍ・ハーフ
10ｋｍ：2000名
3,830名 ハーフ・10km・5km・1km
155チーム
3km・1km
（1,018名）
82名 約8km
1.5ｋｍ、 3.5ｋｍ、
1993
6ｋｍ 、10ｋｍ
28ｋｍ、22ｋｍ、18ｋｍ、
2830
10ｋｍ、5ｋｍ
5900 ハーフ・５ｋｍ・３ｋｍ・約２㎞
5km～30kmコースの
20,368人
計 １０コース
130チーム 周回コース(1周 2,400m)
230チーム ３８．８ｋｍ
1.5km、2km、3km、
6,500人
5km、10km、ハーフ
250チーム
（加須市スポーツ少年団及び栃木県 1.8km×5人、3km×5人
さくら市（姉妹都市）参加チーム除く）
2729 ハーフマラソン 12km,6km,1.5km
約８０，０００人
220人
10,779
定員無
（Ｈ30実績1,179人）

５㎞、１０㎞、２０㎞、
３０㎞、４０㎞、５０㎞
１㎞、２㎞、３㎞、５㎞
ハーフ、１０キロ、５キロ、２キロ
親子ペア：1100ｍ
小学生：2000ｍ
中学生、高校・一般女子：4000ｍ
高校・一般・シニア男子：6000ｍ
さやま大茶会コース約10ｋｍ
ファミリーコース約6ｋｍ
５キロ、１０キロ、ハーフ

定員無
(H30実績3,000人）
3500
ウォーキング269人
1.8キロ、1.1キロ
（ラジオ体操312人）
ハーフ 4,000人
ハーフ、５キロ、１，５キロ、１キロ
５キロ 1,000人

第２6回ふれあい鴻巣ウォーキング

平成31年4月28日（土）

小学生以上・一般

秋の健康ウォーキング～歩こうみんなで一万歩！～

令和元年10月26日(土）

小学生以上・一般

第14回ふかやシティハーフマラソン

令和2年年2月23日(日)

小学生～一般

第5回ふっかちゃんわくわく市民ウオーキング

令和元年10月6日(日)

小学生以上

71人 8km

第6回ふっかちゃんわくわく市民ウオーキング

令和元年12月14日(土)

小学生以上

なし 9km

第32回2019上尾シティマラソン

令和元年11月17日

草加松原太鼓橋ロードレース大会

令和２年３月８日

第６４回越谷市内駅伝競走大会

令和1年12月1日

第５５回越谷市元旦マラソン大会

令和2年1月1日

越谷市健康マラソン

令和2年3月1日

1,101人 ８キロ・１２キロ・１６キロ
台風のため中止
約５キロ
(昨年146人)
ハーフ・2,800人／10km・1,200人／５ ハーフ、10㎞、5㎞、
km・700人 3㎞、2.4㎞、1.6㎞

称

さいたま国際マラソン事務局

048-832-2561

さいたま市スポーツ振興課

048-829-1058

さいたマーチ実行委員会事務局

048-762-8334

川越市生涯スポーツフェスティバル事務局
（川越市役所スポーツ振興課内）

049-225-8901

小江戸川越マラソン実行委員会事務局
（川越市役所スポーツ振興課内）

049-228-0102

（公財）川越市施設管理公社

049-225-8720

川越市スポーツ少年団
（川越市役所スポーツ振興課内）
熊谷めぬま駅伝大会実行委員会事務局

（公財）川口市スポーツ協会

048-254-3575

行田市鉄剣マラソン大会実行委員会事務局

048-556-8336

行田市体育協会事務局

048-556-8336

行田市スポーツ推進委員協議会事務局
秩父宮記念ミューズの森チャレンジロードレース
大会実行委員会

048-556-8336

秩父いってんべぇウォーキング2Ｄａｙｓ実行委員会

0494-25-5209

所沢シティマラソン大会実行委員会

04-2998-9248

飯能市教育委員会生涯学習スポーツ部スポーツ課

042-972-6082

飯能市教育委員会生涯学習スポーツ部スポーツ課

042-972-6028

奥むさし駅伝競走大会実行委員会

042-972-6028

加須こいのぼりマラソン大会実行委員会事務局

0480-62-6123

加須ふじの里駅伝大会実行委員会事務局

0480-73-7610

第２３回本庄早稲田の杜クロスカントリー＆
ハーフマラソン大会事務局

0495-25-1152

日本スリーデーマーチ実行委員会事務局

0493-23-3330

唐子市民活動センター
春日部大凧マラソン大会実行委員会事務局

0493-22-0672
048-763-2446

狭山市体育協会事務局
クロスカントリーin Sayama実行委員会

04-2953-1111

狭山市自治会連合会事務局
狭山市協働自治振興課
藍のまち羽生さわやかマラソン大会事務局
鴻巣市教育委員会スポーツ課
鴻巣市パンジーマラソン
実行委員会
ふれあい鴻巣ウォーキング
実行委員会

第53回 入間市駅伝競走大会

令和1年12月15日

高校生以上

～茶の都いるま～第33回彩の森クロスカントリー大会

令和2年3月15日

小学3年生以上

無し 2.2・4.2・6.2・8.2km

市制施行50周年記念 第56回朝霞市ロードレース大会

平成30年11月23日

親子、小、中、高、一般、壮年

なし 1.7、2、3、5、10Km

朝霞市ウォークラリー大会

平成30年12月9日
開催予定

一般市民

無 2ｋｍ・3ｋｍ・5ｋｍ
6,５００件（定員） ハーフ、10km、5km、2km
200チーム 全長25km（2.5km×2区間、5.0km×4区間）

60 5Km程度

048-543-6660
048-543-6660
048-543-6660

048-572-9581

草加松原太鼓橋ロードレース大会実行委員会

令和1年12月8日
令和元年11月17日

048-563-0150

ふかやシティハーフマラソン実行委員会事務局

3100 10km・1.2km

第60回蕨市民ロードレース大会
戸田マラソンin彩湖2019 （中止）

04-2953-1111

048-543-6660

市内在住者

310 1.83km,3.7km,5.49km,9km

0494-25-5230

鴻巣市教育委員会スポーツ課

8200 ハーフマラソン・5km・3km

1802 0.5km,1km,3km,5km,10km

048-524-1760
048-524-1760

小学生5年生以上

1477 27.2km

049-224-6094

熊谷さくらマラソン大会実行委員会事務局

深谷市教育委員会 教育部
生涯学習スポーツ振興課
深谷市教育委員会 教育部
生涯学習スポーツ振興課
上尾シティマラソン実行委員会

市内に在住、在勤若しくは在学の16歳以上
ただし、高校の部は市外でも可
部門により、高校生以上・中学生以上
・小学５年生以上・小学生以上・幼児と保護者のペア
小学生以上
（小学生は保護者同伴）
小学生以上
一般

電 話

越谷市教育委員会
スポーツ振興課
越谷市教育委員会
スポーツ振興課
越谷市教育委員会
スポーツ振興課
教育委員会教育部生涯学習スポーツ課
戸田マラソン大会実行委員会
入間市エキデン・クロカン大会実行委員会
入間市エキデン・クロカン大会実行委員会
朝霞市教育委員会生涯学習部
生涯学習・スポーツ課
朝霞市教育委員会生涯学習部
生涯学習・スポーツ課

048-572-9581
048-572-9581
048-781-8112
048-922-2861
（草加市役所スポーツ振
興課）
048-963-9284
048-963-9284
048-963-9284
048-433-7730
048-441-1800
04-2964-1111
（内線4214,4215）
04-2964-1111
（内線4214,4215）
048-463-2403
048-463-2403

１５ マラソン（ロードレース）大会・ウォーキング大会実施状況
市町村
志木市

名

称

第５回志木いろはウォークフェスタ2019
ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会

実施期日
令和元年5月19日

主な参加対象
申込者

事務局等連絡先

定員
（又は実績）

実施の距離
名
1086（実績） 2km、5km、7km、10km、20km

称

志木市いろは健康２１プラン推進事業実行員会事務局
志木市健康政策課

和光市
第38回和光市民ロードレースフェスティバル

令和2年3月8日

未就学児～一般

421.95ｍ～１０ｋｍ

新座市

桶川市
久喜市
北本市

第53回新座市ロードレース大会

令和2年1月26日

小学1年生～中高年

オケちゃん駅伝競走大会
よろこびのまち久喜マラソン大会
くき健康ウォーク

令和2年2月9日
令和2年3月22日
令和1年6月16日

市内小学生
小学校3年生以上
一般

第８回きたもと駅伝競走大会

令和1年12月8日

小・中学生、一般

第20回感動桜国きたもとウォーク大会

平成31年4月6日

一般市民

第51回入間東部地区駅伝競走大会

令和2年2月16日

①一般の部②高校の部③中学の部④女子の部
※各区間１キロ５分以内、総距離２０㎞を
１時間４０分以内に完走する力のあるチーム
一般・中学生

第28回ふじみヘルシーウォーク大会

令和1年5月19日

一般

平成31年2月3日

小学4年生以上

八潮市
第55回八潮市内一周駅伝大会
富士見市
三郷市
蓮田市
坂戸市

幸手市
鶴ヶ島市

日高市

ふじみ野市
白岡市
伊奈町
三芳町
毛呂山町
越生町

滑川町
嵐山町
川島町
吉見町
鳩山町
ときがわ町
横瀬町
皆野町
長瀞町
小鹿野町
東秩父村
美里町
神川町

上里町
寄居町

松伏町

417人 3kmコース、9kmコース
各部門合計先着
６区間 計２０㎞
１２０チーム
実績：７７チーム 約20km
5km（ファミリーコース）
実績：３８０人
10kmコース（健脚コース）
2５00人（ハーフ）
1.2ｋｍ・3ｋｍ・１０㎞・ハーフ
５00組（ファミリー）
３ｋｍ、１０ｋｍ、４２１.９５ｍ
419名 8ｋｍ、３ｋｍ

048-482-2002

オケちゃん駅伝競走大会実行委員会
久喜マラソン大会実行委員会
くき健康ウォーク実行委員会

048-786-3211
0480-22-5555
0480-22-5555

きたもと駅伝競走大会実行委員会（北本市体育協会内）

048-593-1050

感動桜国きたもとウォーク大会実行委員会
（北本市スポーツ健康課内）

048-594-5568

八潮市体育協会
スポーツ振興課

048-997-9095
048-996-5126

富士見市教育委員会生涯学習課

049-251-2711

富士見市教育委員会生涯学習課

049-251-2711

みさとシティハーフマラソン実行委員会

048-930-7770

蓮田ランタイズ
蓮田市環境経済部自治振興課

048-768-5118
048-768-3111
049-283-1487
(直通)
049-283-1487
(直通)
049-283-1331
(代表)
0480-43-1111
(内線644）

令和元年11月30日
令和元年5月12日

全対象
市民

第18回坂戸市民チャリティマラソン

平成30年11月18日

一般

無 1㎞親子、３㎞(小・中)、５㎞、10㎞

坂戸市民チャリティマラソン実行委員会事務局

高麗川ふるさと健康ウォーキング

平成31年1月27日

一般

無 約８㎞

スポーツ推進課

第38回高齢者歩け歩け大会

平成30年10月19日

60歳以上

無 約10㎞

高齢者福祉課

第２８回幸手市さくらマラソン大会

4月７日（日）

2019第1回鶴ヶ島100kmウオーク

10月26日～10月27日
（制限時間・26時間）

親子・小中学生・
一般男女
市内・市外問わず
「参加資格」と「大会規約」をお約束できる方

鶴ヶ島市健康マラソン大会
（秋のつるがしま元気スポーツフェスティバル2019）

令和1年11月2日

市内・市外問わず

日高かわせみマラソン大会

令和2年3月8日

小学生～一般

令和元年11月23日・24日

どなたでも

第２４回吉川なまずの里マラソン

平成31年3月31日

小中学生・高校生・一般・車いす・親子

ライフ・チャレンジ・ザ・ウォークin吉川

令和1年11月3日

親子

第14回新春ロードレース大会
第50回入間東部地区駅伝競走大会

平成31年1月20日（日）
平成31年2月17日（日）

第２9回白岡新春マラソン大会

平成３1年１月２０日（日）

全年齢
全年齢
市内外を問わず健康なかた

第40回三芳町新春ロードレース大会
第27回ヘルシー三芳ふるさとウォーキング大会
第21回もろやまゆずの里ウォーク
花の里おごせ健康づくり
ウォーキング大会
新春武蔵越生七福神めぐり
梅香るおごせハイキング大会
クリーンハイク

令和2年1月19日
令和2年3月22日
令和元年11月23日

町内在住・在勤・在学者
オープン
一般

平成30年4月29日

一般

平成31年1月4日
平成31年2月23日
平成31年3月21日

一般
一般
一般

嵐山町健康マラソン大会
ランランマーチ
第７回かわじま輪中の里ウォーキング
第１9回町内マラソン大会兼第30回スポーツ少年団マラソン大会
第46回鳩山町正月マラソン大会
第14回ときがわ町駅伝競走大会
第12回ときがわ町ワンデーウォーク
第40回横瀬町駅伝競走大会
みなの美の山さくらマラソン
宝登山・長瀞アルプストレイルレース

令和1年12月15日
令和1年5月12日
平成31年4月29日
令和元年12月7日
令和元年1月3日
令和元年12月1日
令和元年5月5日
令和1年12月15日
令和2年3月15日
令和1年12月15日

第４９回小鹿野ロードレース大会

令和1年10月20日

第３6回東秩父村民マラソン大会
第８回美里町ウォークラリー大会

令和1年12月15日
令和1年5月19日

小学4年生以上の男女
一般
町内在住者
町内在住、在勤、在学者、スポ少登録団員
町内外問わず
在住・在勤・在学
町民
中学生以上一般
小学生以上
男女１５歳以上
小学生・中学生・高校生・
一般・シニア
小・中学生～一般
町内在住・在勤者

第１３回かみかわ歩け歩け大会

平成30年11月11日

一般

第１４回かみかわ駅伝

平成31年1月20日

一般

第29回上里町乾武マラソン大会
第42回元旦歩け走ろう会

令和2年3月29日
令和2年1月1日

小学生～一般
幼児～一般

第６５回寄居町駅伝競走大会

令和2年2月9日

多世代

令和元年10月26日

多世代

令和元年度町民ハイキング
杉戸町

355
6000人(定員)
233人（実績）
定員はないが、参加部門によっては
約4.2ｋｍ、約7.6ｋｍ、約14ｋｍ
申込状況により調整をする場合があ

杉戸町新春マラソン大会

令和2年1月26日

親子、小中高生、一般

ウォーキング大会

令和1年11月17日

一般

第４4回松伏町新春ロードレース大会

平成31年1月20日

５歳以上

10マイルのみ
１０マイル（16.093km）・2km・3km
3,500人
200名 100ｋｍ
1ｋｍ・100人
2ｋｍ・100人 1ｋｍ、2ｋｍ、3ｋｍ
3ｋｍ・50人
コロナウィルス感染症により中止 3・5・10㎞
1日目：5,8,13,17,26km
2839
２日目：7,10,13,20,27km
6500 ハーフ、10km、5km、3km、2km

幸手市さくらマラソン大会実行委員会
鶴ヶ島ウオーキングクラブ

070-4287-2263

秋のつるがしま元気スポーツフェスティバル2019実行委員会
鶴ヶ島市教育委員会生涯学習スポーツ課

049-271-1111
（内線542）

日高市体育協会事務局

042-989-2111

日高かわせみの里ツーデーウオーク実行委員会事務局

042-989-2111

吉川なまずの里マラソン実行委員会
（吉川市スポーツ推進課（吉川市総合体育館内））
吉川市スポーツ推進課
（吉川市総合体育館内）
ふじみ野市役所文化・スポーツ振興課
ふじみ野市役所文化・スポーツ振興課

3～5㎞（ファミリーコース）
5～7㎞（チャレンジコース）
１、２、３、５、１０ｋｍ
19.3ｋｍ
10ｋｍ（一般）、5ｋｍ（中学生・一般）、2ｋｍ（小学
2,466
白岡新春マラソン大会実行委員会事務局
3年生～6年生）、1.2ｋｍ（小学1～2年生・親子）
500

なし 1ｋｍ、1.5ｋｍ、3ｋｍ
200人 6.5ｋｍ、10.6ｋｍ
1800人（H30実績） 7㎞､14㎞

048-982-6800
049-220-2090
049-220-2090
0480-92-1111
049-258-0019
049-258-0019
049-294-1250

産業観光課

０４９－２９２－３１２１

産業観光課
産業観光課
生涯学習課

０４９－２９２－３１２１
０４９－２９２－３１２１
０４９－２９２－３２２３

嵐山町スポーツ協会
嵐山町教育委員会事務局
川島町教育委員会生涯学習課
吉見町生涯学習課（吉見町民体育館）
鳩山町スポーツ協会
ときがわ町教育委員会生涯学習課
ときがわ町教育委員会生涯学習課
横瀬町教育委員会生涯学習グループ
みなの美の山さくらマラソン実行委員会
長瀞町観光協会

0493-62-0824
0493-62-0824
049-299-1711
0493-54-1511
049-296-4900
0493-65-2656
0493-65-2656
0494-25-0118
0494-62-4563
０４９４－６６－３３１１

小鹿野町教育委員会社会教育課

0494-75-0063

800ｍ、1,500m、3,000m
約4km
チャレンジコース1４km
ふれあいコース7km

東秩父村教育委員会
美里町教育委員会事務局

0493-82-1230
0495-76-3431

神川町生涯学習課

0495-77-4651

20..07km（７区間）

神川町生涯学習課

0495-77-4651

ﾊｰﾌ、10km、5km、2.5km
約3.5km

乾武マラソン大会実行委員会
上里町健康・体力づくり推進協議会

0495-35-1245
0495-35-1245

13.94km

寄居町教育委員会生涯学習課

048-581-2121

6.6km

寄居町教育委員会生涯学習課

048-581-2121

実績 1371 １3．1㎞
実績 658 3．6ｋｍ・9．8ｋｍ
実績 61 １０．０㎞
1～5km
10km
3.5kmから30km
マラソン：小学約1.4km、中学以上約3.0km
1km、3km、5km
11.8km
12.6km
5区間合計16.6km
1、2、3、5、10km
１６ｋｍ

なし ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ、10km、5km、3km、1km
130
200
300人
（町内在住在勤者）
400人
（町内在住者）
なし
なし
601人
(H30年度実績、補欠除く)
約60人
(H29年度実績、H30年度は中止)

048-982-6800

三芳町体育協会事務局MIYOSHIオリンピアード推進課
三芳町体育協会事務局MIYOSHIオリンピアード推進課
もろやまゆずの里ウォーク実行委員会

実績 923 8．０㎞・10．０㎞・14．０㎞

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
360人
288
500

048-473-1111
内線2472・2475
048-464-1111
内2453
048-424-9117

公益財団法人 新座市体育協会

第５０回みさとシティハーフマラソン
～かいちゃん＆つぶちゃんマラソン～
第8回蓮田マラソン～Running-8-蓮田～
ふるさと水辺ウォーク

日高かわせみの里ツーデーウオーク
吉川市

令和2年1月26日（日）

1,091（実績）

親子AB＝1.5㎞、
小学5・6年男女＝2㎞、中学男女＝3㎞、一般壮
年男女＝10.55㎞、
一般壮年男女＝5km
７部門 0.8～1.24
1.5km、3km、クオーター、ハーフ
8㎞の部、5㎞の部

和光市民ロードレースフェスティバル実行委員会事務局

電 話

1,500人程度 10km、3km、2km、1km
100人程度 約10km
全部門合計定員
5km、3km、1.5km、700m
1400人

杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ

0480-33-1111
(内493)
0480-48-5161

松伏町B&G海洋センター

048-992-1291

杉戸町新春マラソン大会実行委員会事務局

