
■大 会 名／ゴールドコーストマラソン 2019  

（正式英文名称 2019 Gold Coast Marathon） 

■主   催／Events Management Queensland 

■開 催 地／オーストラリア・ゴールドコースト 

■開 催 日／2019年 7月 6日 （土曜日）・2019 年 7月 7日 （日曜日） 
  

■コースについて／ゴールドコーストの美しい海岸沿いを南北に走るコース。

現地の平均気温は午前 7 時で 10℃前後。ゴールドコーストマラソンのフル

マラソン、ハーフマラソン、10km ランのコースは IAAF（国際陸上競技連盟）

公認コースです。 

フルマラソン、ハーフマラソンのコースは AIMS（国際マラソン・ロードレース

協会）公認コースです。 

 

■表   彰／フルマラソンの１位～５位入賞者、およびハーフマラソンと

10km ランの１位～３位入賞者に 15,000～500 豪ドルの賞金と賞品を授与

します。また、1 位入賞者がレース記録を樹立した場合は、5,000～1,000 

豪ドルのタイムボーナスが加算され、フルマラソンの１位入賞者がオーストラ

リア国内記録を更新した場合は、20,000 豪ドルのタイムボーナスが加算さ

れます。ジュニアダッシュの 1 位～3 位入賞者には、トロフィーと賞品を授

与します。 

※賞金やボーナスはすべてオーストラリア国内の課税対象となります。 

 

■完走記念品／ 

フルマラソン、ハーフマラソン、10km ランの完走者には完走メダルと完走 T 

シャツ、ファンラン）には参加者 Tシャツ、ジュニアダッシュの完走者にはキャ

ップを授与します。 

 

■特別記念品／ 

【10／20／30 year club】過去９回、または過去 19 回か 29 回、ゴールド

コーストマラソンの同一種目（フルマラソン、ハーフマラソン、10km ラン、

5km チャレンジのいずれか１つ）を完走し、2019 年の大会で、10 回目、

20 回目もしくは 30 回目の完走を達成した方へ、『10 year club／20 year 

club／30year club』特別記念品を進呈いたします。 

※対象の方は、過去 9 回分、19 回分もしくは 29 回分の完走証のコピー

を 4月 25日（木）必着で日本事務局へご郵送ください。 

 

■記録計測／ 

当大会専用の計測チップを使用するため、個人所有の計測チップはご使用

になれません。昨年大会と同様の計測システム（ChronoTrack B-Tag）は、

ゼッケンの裏側にネットタイムとグロスタイム両方が計測できる計測チップが

貼り付けられているため、レース後の返却は必要ありません。 

フルマラソンならびにハーフマラソンでは、5km ごとのスプリットタイムがオン

ラインで確認ができます。 

 

■スタートゾーン／ 

参加申込みの際にご記入いただく予測タイムをもとに、スタートゾーンの割

振りを行います。スタートラインから順に、シードスタートゾーン、優先スタート

ゾーン、A から E までのゾーンに区分けされます。スピードの異なるランナ

ーと同じゾーンでスタートすることは、思わぬ事故につながるため大変危険

です。適正な予測タイムをご記入ください。 

 

■優先スタート／ 

優先スタートまたはご希望の方は、日本事務局までご連絡ください。なお、

優先スタート申込みの際には 2017年 1 月 1 日以降の記録で以下の条件

に該当する完走証のコピーが必要となります。優先スタートの申込締切は 4 

月 17日（水）となります。締切り後の受付けはできません。 

優先スタートの選手には、識別のためのステッカーがゼッケンに貼付けされ、

優先スタートゾーンからのスタートとなります。また、スタートライン手前のコー

ス上でのウォーミングアップも可能となります。 

 

 フルマラソン ハーフマラソン 10km ラン 

男性 2：45：00以内 1：17：00以内 37：00以内 

女性 3：15：00以内 1：30：00以内 43：00以内 

 

※優先スタートは、IAAF（国際陸上競技連盟）/AIMS（国際マラソン・ロード

レース協会）公認の国際大会の公式記録であることが、完走証の承認基準

です。ご不明な場合も完走証をご提出いただければ、大会本部での審査終

了後、6 月 7日（金）までに可否をお知らせいたします。 

※ハーフマラソンへの申込みの際は、10km の完走証も対象となります。同

様に、フルマラソンへのお申込みにはハーフマラソンの完走証も対象となり

ます。ただし 2017 年 1 月 1 日以降の完走証に限ります。 

 
 

■完走証／ 

完走証は大会終了後に英語版大会公式ページより、無料でダウンロードす

ることができます。 

 

■iTaB（完走メダル刻印プレート）／ 

ゴールドコーストマラソンを完走した方に授与される『完走メダル』にはめ込

むことができるプレート（iTaB）をお申し込みいただけます。iTaB には、お名

前（ローマ字）と、完走タイムが刻印されます。1 枚 12 オーストラリアドル

（1,104円）で、英語版大会公式ページよりお申込みいただけます。 

※払い戻しは行いませんので、予めご了承ください。 

 

■レースキット受取／7 月 4 日（木）～6 日（土）、現地受付会場エキスポに

てレースキット（ゼッケン番号＆計測チップ、安全ピン）を受渡しいたします。

レースキットは、確認メール（Confirmation Email）と引換となりますので、プ

リントアウトしたものを必ずお持ちください確認メール（Confirmation Email）

は大会本部より E-メールにて参加者に直接送付されます（引換の際には、

写真付き身分証明書（パスポートのコピー可）を提示していただきます。 

 

【レースキット受取の注意点】 

レース当日のレースキットの受渡しは一切行いません。土曜日の種目に参

加される方は、7 月 5 日（金）まで、日曜日の種目に参加される方は 7 月 6

日（土）までにエキスポの開催時間内にレースキットの受取りを済ませてくだ

さい。 

●現地受付時間 

7月 4日（木） 7月 5日（金） 7月 6日（土） 

午後 4時～午後 8時 午前 10時～午後 8時 午前 9時～午後 5時 

 

【現地での新規申込・種目変更の注意点】 

全ての種目の新規申込み、変更の締切りは 7月 5日午後 5 時までとなりま

す。現地での新規申込み、種目変更でお支払が発生する場合は、豪ドルの

みの決済となります。 

 

■給 水 所／コース上、約 5km ごとに 8 ヵ所のスポーツドリンクと水の給

水所があり、そのほぼ中間地点に水のみの給水所が設けられます（水は

2.5km 地点から設置）。フルマラソンコースの 30km 地点にはエナジージェ

ルが配置されます。各種目の給水所の設置地点は、日本事務局ホームペ

ージでご確認ください。また、フルマラソンのみ、シードランナーと優先スター

トランナーが、コース上 5km ごとに配置される 8 ヵ所の給水所でスペシャル

ドリンクを置くことができます。※州法で禁じられているため、コース内で食べ

物の提供はありません。 

 

■注意事項／ 

① 5.7km ファンランでは 12 歳以下の方は必ず保護者の同伴が必要です。

※同伴者の参加費は無料です。ただし、同伴者が参加記念Ｔシャツ・完走メ

ダルを希望される場合は、同伴者の種目エントリーも必要になります。 

② 5.7km ファンランではベビーカーに乗ったお子様と一緒にレースにご参

加できます。※ベビーカーに乗ったお子様の参加費は無料です。ただし当

該お子様の参加記念Ｔシャツ・完走メダルをご希望の場合は、当該お子様

の種目エントリーも必要になります。書類への記入が別途必要となるため、

詳しくは日本事務局にお問い合わせください。 

③ 2km ジュニアダッシュに限り 15 歳以上の保護者が伴走することができ

ます。※伴走する方の参加料は無料ですが、必ず事前にお申込みが必要

です。 

④ 4km ジュニアダッシュでは保護者の伴走が認められていません。 

⑤ 完走Ｔシャツのサイズはご希望に添えない場合がありますので予めご了

承ください。 

⑥ 個人情報の取扱／主催者は、個人情報の重要性を認識した上で個人

情報の保護に関する法律及び関連法令等を厳守し、主催者の個人情報保

護方針に基づき個人情報を扱います。参加者へのサービス向上を目標とし、

参加案内、記録通知、関連情報の通知、記録発表に利用いたします。また、

主催者もしくは委託先から申込内容に関する確認のご連絡をさせていただ

くことがあります。 

⑦ 申込後の参加料金の払い戻しは一切できません。 

⑧ 申込後の権利譲渡（名前の入れ替えなど）は現地受付会場エキスポに

て行うことができます。詳しくは日本事務局にお問い合わせください。 
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競技種目／参加料金 

 

2019年 7月 6日 

土曜日 

 

種目 スタート時間 年齢制限 制限時間 スタンダード料金 レイト料金 

10km ラン 午前 6：30 満 12歳以上 1時間 40分 AU$85 AU$105 

5.7km ファンラン 午前 8：00 なし 1時間 20分 AU$70 AU$90 

4kmジュニアダッシュ 午前 9：40 満 5歳～14歳 40分 AU$25 AU$45 

2kmジュニアダッシュ 午前 9：25 満 5歳～10歳 20分 AU$25 AU$45 

 

2019 年 7 月 7日 

日曜日 

 

種目 スタート時間 年齢制限 制限時間 スタンダード料金 レイト料金 

フルマラソン 午前 7：20 満 18歳以上 6時間 40分 AU$170 AU$190 

車椅子フルマラソン 午前 7：15 満 18歳以上 6時間 45分 AU$170 AU$190 

ハーフマラソン 午前 6：00 満 15歳以上 3時間 20分 AU$135 AU$155 

車椅子 15kmマラソン 午前 7：15 満 12歳以上 2時間 25分 AU$85 AU$105 

※車椅子競技に参加をご検討の方は、日本事務局へお問い合わせください。※年齢制限は大会当日の年齢です。 

※日常生活用車椅子の参加は 5.7km ファンランのみ受付いたします。※種目に関する詳細は、大会運営の事情により変更される場合があります。 

※料金を日本円でお支払いの場合には、AU$1＝92円で換算させていただきます。（クレジット決済はすべてオーストラリアドルとなります。） 
 

参加申込方法／日本事務局を通して申込手続する場合 

 

 
第 1期 

スタンダード料金 

第 2期 

レイト料金 

第 3期 

現地会場料金 

オンライン申込期間 12月 4日（火）～4月 30日（火）23時 4月 30日（火）～ 7月 6日（金）16時 
7月 6日 17時まで 

（現地豪ドルのみ） 
郵送による申込期間 12月 4日（火）～4月 25日（木）23時 4月 26日（金）～5月 28日（火）23時 

宛先 日本事務局必着 現地にて受付 

※旅行会社を通して申込手続きをする場合は、申込方法や締切日、参加料の支払い方法等が異なる場合がございます。詳しくは各旅行会社に直接お問い合わせください。 

※お申し込み手順により、締切日が違いますので、ご注意ください。 

 

■その他 

● メールアドレスについて／日本事務局よりゴールドコーストマラソン

の最新情報や注意事項などをメールマガジンにて配信いたしますので

必ず申込書の記入欄へご記入ください。※携帯アドレス不可 

 

● フルマラソンへお申込みの方へ／第1 期エントリーの期間内にフル

マラソンへお申込をされた方には、ゼッケンにお名前またはニックネー

ムを印字します。 

 

● レースガイドについて／本大会の詳細について書かれた主催者発

行の「レースガイド（日本語版）」6 月 10 日以降から日本事務局より順

次発送を予定しております。 

 

■日本人向けイベント 

● モーニングラン（参加費無料） 

7 月 6 日（土）午前 7 時～ 毎年恒例のモーニングランを開催いたしま

す。 

※集合場所：カビルモールのビーチサイド。 

※雨天の場合は中止となりますので予めご了承ください。 

●アフターパーティー 

（参加費 4,000円、3歳～12歳のお子様は 2,000円） 

7 月 7日（日）午後 4時～5時 30分 場所：サーファーズパラダイス 

ゲスト：谷川真理、川内優輝 他 

※簡単なお食事とワンドリンク込み。 

※お申し込み後の返金は行いませんので、予めご了承ください。 

 
 

インターネット申込（決済方法・クレジットカード決済） 

 

原則インターネットからお申込みとなります。下記の URL より申込手順

に沿ってお申込みください。 

公式ホームページ www.gcm.jp 

支払方法：クレジットカード決済 

※参加費のお支払いは、原則クレジットカード（VISA,Master）となりま

す。日本円でのお振込等を希望される場合には、郵送にてお申し込み

ください。 

【確認メール（Confirmation Email） の発信】 

インターネット申込みをされた方には、お申込みの際にご登録いただい

たメールアドレスへ、大会本部より確認メール（Confirmation Email）を

配信いたします。こちらがゼッケン引換証となりますので、大切に保管し

てください。 

 

※確認メール（Confirmation Email）が届かない場合、hotmail、msn、

AOL、Yahoo、Gmail などのフリーメールアドレスをご利用のお客様は、

迷惑メールフォルダをご確認ください。携帯アドレスは確認メールを受

信できないことが多くありますので、ご登録は、お控ください。 

郵送／E メール申込（決済方法・銀行振込） 

 

郵送でのお申し込みの場合は、予め参加料をお振込いただき、そのお

振込控え（コピー可）を申込書に添えて、ゴールドコーストマラソン日本

事務局へご郵送または E メールで送信してください。 
※お振込手数料は各自ご負担下さい。※FAXでのお申し込みは受付しておりません。 

日本事務局が申込書と参加料を受領した時点で正式なお申込みとさせ

ていただきます。受領日が 4 月 26 日以降はレイト料金が適用されます

のでご注意ください。 

【送付先】〒103-0007東京都中央区日本橋浜町 2-34-1-605 

ゴールドコーストマラソン日本事務局 

E メール：japanoffice@gcm.jp 

【確認メール（Confirmation Email） の発送】 

第一期申込分は、6月上旬に日本事務局より発送します。 

第二期申込分は、6月 10日までに日本事務局より発送します。 

※海外への郵送は行っておりません。海外からのお申し込みは、インタ

ーネット申込をご利用ください。 

振込口座： 三井住友銀行 人形町支店 普通 1424540 

名義：ゴールドコーストマラソン日本事務局 

http://www.gcm.jp/

