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2021 年 9 月 17 日 

一般財団法人東京マラソン財団 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人東京マラソン財団 

2022 大会年度 臨時理事会の決議について 

 

  一般財団法人東京マラソン財団は、「2022 大会年度 臨時理事会」において、東京マラソン 2021 の

第 3 回開催判断を行うとともに、今後の対応について決議を行いましたので、下記のとおりお知らせ

します。 

 

記 

 

・東京マラソン 2021 の開催延期について          別紙１ 

・【参考１】東京マラソン 2021 開催延期判断の経緯について        別紙２ 

・【参考２-①】ランナー・ボランティア・関連イベントに参加される皆様への対応について    別紙３ 

・【参考２-②】ランナーの皆様への対応について（詳細）        別紙４ 

・【参考３】東京マラソン 2021 における新型コロナウイルス感染症に係る開催判断等について 別紙５ 
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一般財団法人東京マラソン財団は、東京マラソン 2021 に向け、感染症専門家、医療関係者等を交えた

新型コロナウイルス感染症対策委員会・検討会を設置し、コロナ下での安全・安心な大会運営を目指して

開催準備を進めてまいりました。 

しかしながら、大会開催１カ月前においても、東京都が緊急事態宣言発令下にあること、また大会当日

における新型コロナウイルス感染症の状況や様々な行動制限の状況が予測できないことから、本日開催

した臨時理事会の第 3 回開催判断において、東京マラソン 2021 の 10 月 17 日(日)の開催は見送り、

2022 年３月６日(日)に延期することといたしました。 

あわせて、関連イベント（東京マラソン EXPO 2021・東京マラソンフレンドシップラン 2021・東京

マラソンファミリーラン 2021）についても、3 月開催に向けて準備を行ってまいります。 

今回の決定に伴い、2022 年 3 月 6 日(日)に開催予定であった東京マラソン 2022 については、開催を

断念することとし、東京マラソン 2020 から東京マラソン 2022 に権利移行されている皆様におかれま

しては、後日、出走する大会の意向確認を実施いたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

■東京マラソン2021 について 

開催日を 2022 年 3 月 6 日(日)に延期いたします。 

 

■東京マラソン2022 について 

2021 大会の開催日の変更に伴い、2022 大会は開催いたしません。 

 

■今後のスケジュール 

・2021 年 9 月 18 日(土)～10 月 16 日(土) バーチャル東京マラソン 2021 開催 

・2021 年 10 月  東京マラソン 2021 大会要項の更新 

2021 大会ランナー、ボランティアへの参加意向確認 

2022 大会参加予定ランナーへの参加意向確認 

・2021 年 12 月  2021 大会ランナーの決定 

・2022 年 1 月  2021 大会ボランティアの決定 

・2022 年 3 月  東京マラソン 2021 関連イベント開催 

・2022 年 3 月 6 日(日) 東京マラソン 2021 開催 

 

 

 

 

 

 

 

東京マラソン 2021の開催延期について 

別紙 1 

一般向けお問い合わせ先 ＜受付時間：10:00～17:00 ※土日、祝日、年末年始を除く＞ 
 
【エントリーセンター（ランナー及びファミリーラン参加者向け）】 

電話：03-6635-5351 
 
【VOLUNTAINER事務局（ボランティア向け）】 

 電話：03-6635-5352  
 
【東京マラソンフレンドシップラン2021エントリーデスク】 

 電話：03-6891-9596 
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【参考１】 

東京マラソン2021 開催延期判断の経緯について 

〇東京マラソン 2021 の開催について、昨年 10 月に当時の国内外における新型コロナウイルスの感染状

況や海外におけるワクチンの開発状況、アボット・ワールドマラソンメジャーズの他大会の動向などを

踏まえ、開催日を 2021 年３月から 2021 年 10 月に約半年遅らせることといたしました。 

〇この間、弊財団内に感染症の専門家や医療関係者等を交えた新型コロナウイルス感染症対策委員会及

び検討会を設置し、安全・安心な大会運営を実現するため、さまざまな知見を交えながら大会における感

染症対策を計画してまいりました。 

〇大会公式ウェブサイトにてご確認いただけますが、参加者の皆様だけでなく、ボランティアや大会ス

タッフに対する事前の PCR 検査の実施をはじめ、体調管理アプリを活用した事前事後の健康管理やフィ

ジカルディスタンスを確保した大会運営など、ウィズコロナにおける考え得るかぎりの対策を講ずる予

定でした。 

〇また、参加者の皆様や開催準備にご協力いただく皆様にご迷惑が掛からぬよう、できるだけ早い段階

で開催可否を判断するため、大会開催の 7 カ月前（大会要項公表時）及び 4 カ月前（参加料入金前）の

タイミングで、当時の感染状況や大会開催準備への支障等の中長期的展望を踏まえた開催判断を行い、

ここまで開催準備を進めてきたところです。 

〇しかしながら、７月以降の変異株（デルタ株）による感染拡大とそれに伴う医療の逼迫状況は、大会開

催１カ月前となった今日においても収束には至らず、東京都に発出された緊急事態宣言も 9 月 30 日ま

で延長される状況となっております。 

〇また、予定どおり緊急事態宣言が解除されていたとしても、大会当日の救急医療の状況が読めない中

では安全・安心な大会運営が難しいこと、移動制限をはじめとしたさまざまな日常生活への制限が継続

される中で、東京マラソンを開催することの社会的影響を熟慮し、東京マラソン 2021 の 10 月 17 日

（日）の開催を断念することといたしました。 

〇一方、新型コロナウイルスのワクチン接種が進むとともに、政府においてはワクチンパスポートの活

用による年内の制限緩和が検討されるなど、アメリカやヨーロッパ同様に大規模イベント再開の条件が

整う兆しがあります。 

〇東京マラソン 2021 への出走を目指し、コロナ禍においてトレーニングに励まれた参加者の皆様の努

力や大会開催に向け尽力された関係者の方々の準備を無駄にしないため、また既に参加料を頂いている

参加者の皆様の負担を避けるため、東京マラソン 2021 は、開催条件が整うまでの間、状況を注視し、来

年 3 月６日(日)に開催を延期することといたしました。 

〇これに伴い、来年３月６日(日)に開催予定であった東京マラソン 2022 は開催を断念することといた

します。 

〇東京マラソン 2020 から東京マラソン 2022 に出走権を移行されている皆様におかれましては、後日、

出走する大会の意向確認を行います。 

〇新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を祈るとともに、東京マラソン 2021 のコンセプトであ

る「もう一度、東京がひとつになる日。」を実現できるよう、参加予定の皆様をはじめ関係者の皆様にお

かれましては、今回の決定にご理解ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。 

別紙２ 

一般財団法人東京マラソン財団 
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【参考２-①】 
 

ランナー・ボランティア・関連イベントに参加される皆様への対応について 
 
１．ランナーの皆様への対応について 

① 東京マラソン 2021 に参加を予定しているランナーの皆様 

出走権について、10 月中を目途に以下よりお選びいただく予定です。 

各手続きやスケジュールにつきましては、決まり次第対象者の皆様へメールにてご連絡いたします。 
 

（1）東京マラソン 2021［2022 年 3 月 6 日(日)開催］に出走する場合 

     大会延期のため、参加料・PCR 検査費等の返金や追加のお支払いはございません。 

（2）東京マラソン 2021 に出走しない場合 

「出走しない」を選択した場合は、出走権を破棄したものとして取り扱い、お支払いが完了して 

いる参加料・PCR 検査費を全額返金いたします。 

※返金額は、該当する合計金額から事務手数料（200 円）及び返金手数料（120 円）を差し 

引いた金額となります。 

※返金方法等は別途ご案内します。 
 

【参考】※すべて税込み金額 

参 加 料：16,500 円、PCR 検査費用：6,800 円 

個 別 購 入：シグネチャーT シャツ 4,620 円、全ランナー記念新聞 980 円、 

各種手数料：事務手数料（200 円）及び返金手数料（120 円）を差し引いた金額 
 
② 東京マラソン 2022 に参加を予定しているランナーの皆様 

10 月中を目途に、出走する大会のご意向について改めてご案内いたします。 
 
２．ボランティアの皆様への対応について 

東京マラソン 2021 に参加を予定しているボランティアの皆様については、2021 年 10 月中を目途 

に、2022 年３月に開催する大会への参加意向を確認するとともに、必要に応じて再募集を行います。 
 
３．関連イベントに参加予定だった皆様への対応について 

10 月に開催予定であった次のイベントについては、3 月の開催に向けて準備を行ってまいります。 
 
① 東京マラソン EXPO 2021 

会場は東京ビッグサイト南展示棟に変更いたします。 

詳細は決まり次第お知らせいたします。 

② 東京マラソンフレンドシップラン 2021 

日程・会場等、詳細が決まり次第お知らせします。10 月開催でお申込みされた方は、全額返金いた 

します（権利移行は行いません。予めご了承ください。）。 

スケジュールにつきましては、決まり次第、対象者の皆様へメールにてご連絡いたします。 

③ 東京マラソンファミリーラン 2021 

日程・会場等、詳細が決まり次第お知らせします。10 月開催でお申込みされた方は、全額返金いた 

します（権利移行は行いません。予めご了承ください。）。 

スケジュールにつきましては、決まり次第、対象者の皆様へメールにてご連絡いたします。 

また東京マラソンファミリーラン 2022 への権利移行をご予定されていた皆様にも、別途メールに 

てご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

<東京マラソンの開催を楽しみにお待ちいただいていた皆様へ＞ 
ランナーの皆様の安全はもちろん、東京マラソンに関わっていただく一人ひとりの安全を確保するとと

もに、大会を心から楽しんでいただく準備を行うなど、最後まで 10 月開催への道を模索してまいりました
が、昨今の感染症拡大の状況も鑑み、この度、2021 大会を延期・2022 大会の開催を断念とする判断をい
たしました。ランナー・ボランティアをはじめ、東京マラソンの開催を楽しみにされていた皆様を、引き
続きお待たせしてしまう形となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の終息を願いながら、今私たちが出来ることを考え、大会が開催出来る日に
向けてさらなる準備をしてまいります。 

東京マラソン 2021 のコンセプトにも掲げております「もう一度、東京がひとつになる日。」に向けて、
皆様とともに走って行きたいと思いますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

 東京マラソンレースディレクター 早野忠昭 

別紙 3 
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【参考２-②】 

ランナーの皆様への対応について（詳細） 

 

１．東京マラソン2021に参加予定のランナーの皆様 

東京マラソン 2021 の開催延期に伴い、以下のとおりといたします。 

各手続きやスケジュールにつきましては、決まり次第対象者の皆様へメールにてご連絡いたします。 
 
① 出走権について 

  10 月中を目途に、東京マラソン 2021［2022 年 3 月 6 日(日)］への出走意向確認を行う予定です。 

（1）東京マラソン 2021［2022 年 3 月 6 日(日)開催］に出走する場合 

     大会延期のため、参加料・PCR 検査費等の返金や追加のお支払いはございません。 

（2）東京マラソン 2021 に出走しない場合 

「出走しない」を選択した場合は、出走権を破棄したものとして取り扱い、お支払いが完了して 

いる参加料・PCR 検査費を全額返金いたします。 

※返金額は、該当する合計金額から事務手数料（200 円）及び返金手数料（120 円）を差し 

引いた金額となります。 

※返金方法等は別途ご案内します。 

② ランナー受付について 

１．日程・会場の変更、及び対象者（ランナー）に変更があるため、再度お申し込みをいただきます。 

  ２．新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、時間帯毎に受付定員を設けた事前予約制と 

なります。 

③ その他 

  １．体調管理アプリを利用した運用は、予定どおり実施いたします。 

    ※登録の必須期間は引き続き大会当日の 10 日前からとなります。 

※大会終了 2 週間後まで、継続してご利用・ご活用いただけます。 

  ２．新型コロナウイルス感染の可能性を確認するための PCR 検査については、 

現時点では実施を予定しております。 

    ※PCR 検査を実施しないことになった場合は、PCR 検査費を全額返金いたします。 

     返金額は、該当する金額から事務手数料及び返金手数料を差し引いた金額となります。 

  ３．シグネチャーT シャツを購入された方への対応は、下記のとおりとなります。 

    ①東京マラソン 2021 に出走する方 

     ランナー受付・EXPO 会場にてお渡しいたします。詳しくは今後お送りする参加案内をご確認 

ください。 

    ②東京マラソン 2021 に出走しない方 

     シグネチャーＴシャツの購入代金は、参加料・PCR 検査費と合わせて全額返金いたします。 

     返金額は、該当する金額から事務手数料及び返金手数料を差し引いた金額となります。 

４．全ランナー記念新聞を購入された方への対応は、下記のとおりとなります。 

    ①東京マラソン 2021 に出走する方 

     大会終了後に発送いたします。 

②東京マラソン 2021 に出走しない方 

     全ランナー記念新聞の購入代金は、参加料・PCR 検査費と合わせて全額返金いたします。 

     返金額は、該当する金額から事務手数料及び返金手数料を差し引いた金額となります。 

  ５．その他 

    伴走者や Six Star Finisher にお申し込みをされていた方につきましては、再度手続きを行って 

いただく予定です。 

 

２．東京マラソン2022に参加予定のランナーの皆様 

2021 大会の開催日の変更に伴い、2022 大会は開催いたしません。 

10 月中を目途に、出走する大会のご意向について改めてご案内いたします。 

別紙 4 
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【参考３】 

東京マラソン2021における新型コロナウイルス感染症に係る開催判断等について 

 

1．第１回開催判断：大会開催７カ月前 

（2021 年 3 月 19 日 一般財団法人東京マラソン財団 2021 大会年度臨時理事会） 

① 東京マラソン 2021 第１回開催判断について 

新型コロナウイルス感染症の影響等により開催準備に支障が生じ、開催の見通しが立たない状況にない

ため、開催に向け準備を進める。 

 

② 東京マラソン 2021 大会要項発表 

・開催日：2021 年 10 月 17 日(日) 

・定 員：25,000 名 

・新型コロナウイルス感染症対策の基本方針（対策の柱） 

 

2．第２回開催判断：大会開催４カ月前 

（2021 年 6 月 17 日 一般財団法人東京マラソン財団 2021 大会年度第２回理事会） 

① 東京マラソン 2021 における新型コロナウイルス感染症に係る第２回開催判断について 

新型コロナウイルス感染症の影響等により開催準備に支障が生じ、開催の見通しが立たない状況にない

ため、開催に向け準備を進める。 

 

② 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた東京マラソン 2021 の対応について 

1．海外在住ランナーの参加見送り 

2．ランナー、ボランティア等への PCR 検査の実施 

 

3．第３回開催判断：大会開催１カ月前以前 

（2021 年９月 17 日 一般財団法人東京マラソン財団 2022 大会年度臨時理事会） 

東京マラソン 2021 における新型コロナウイルス感染症に係る第３回開催判断について 

政府により、東京都への緊急事態宣言が 2021 年９月 30 日まで発令され、開催判断基準の大会開催 

１カ月前以降の緊急事態宣言に該当したため、東京マラソン 2021 の 10 月 17 日(日)の開催は見送る。

ランナーへの影響等を踏まえ、東京マラソン 2021 は、東京マラソン 2022 の開催予定日であった 

2022 年 3 月 6 日(日)に延期することとする。 

 

【参考：判断基準】 

(1) 第 1 回及び第２回開催判断時 

新型コロナウイルス感染症の拡大等により開催準備に支障が生じ、 

開催の見通しが立たない場合は、大会を中止とする。 

(2) 第 3 回開催判断以降 

以下のいずれかの事由に該当した場合は、大会を中止とする。 

・政府により緊急事態宣言が発せられた場合 

・行政機関から大規模イベントの開催自粛要請が発せられた場合 

別紙 5 


