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東京レガシーハーフマラソン 2022 ご寄付・チャリティランナー募集 

   

 

東京レガシーハーフマラソン 2022 に参加して、知的障害のある人のスポーツを支援しよう！ 

 

スペシャルオリンピックス日本は東京レガシーハーフマラソン 2022 のチャリティ寄付先団体となりました。 

※東京レガシーハーフマラソン 2022 は 2022 年 10 月 16 日（日）開催です。 

 

スペシャルオリンピックス日本は、本大会主催・東京マラソン財団様の東京

マラソン 2011 大会より東京マラソンチャリティ事業の寄付先団体の一つと

して、これまで数多くのチャリティランナーの皆様にご支援・ご協力いただきま

した。そして、東京マラソンチャリティを通じてチャリティ文化、そしてスペシャル

オリンピックス活動の普及に努めてまいりました。今年初開催される東京レガ

シーハーフマラソンでも、皆様から熱いエールをいただけますようお願い申し上

げます。 

東京レガシーハーフマラソンのチャリティを通じて皆様からのご寄付は、国内

におけるスペシャルオリンピックス日本の活動全般に活用させていただきま

す。スポーツを通じて、日々挑戦し続ける知的障害のあるアスリートへ「走る

応援」を行っていただけますよう宜しくお願いいたします。 
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東京レガシーハーフチャリティ 2022 ご寄付・チャリティランナー募集！ 

チャリティランナー募集概要 

⚫ 申込期間：2022 年 4 月 25 日（月）10:00 ～ 5 月 20 日（金）17:00 

⚫ 定員人数：85 人 

⚫ 申込資格：以下 1.～4.の条件をすべて満たす方 

1. 東京レガシーハーフマラソンチャリティへの参加を希望する方 

2. スペシャルオリンピックス日本へ 10 万円以上のチャリティ（寄付）をお申込みいただける方 

3. 2022 年 10 月 16 日（日）の大会当日まで日本国内在住の方 

4. 2022 年 10 月 16 日（日）の大会当日時点で満 18 歳以上である方 

 

⚫ 申込方法：以下の東京レガシーハーフマラソンチャリティ 2022・チャリティランナー寄付申込フォーム

より申込期間内にエントリーください。 

申込フォーム：https://forms.gle/x3BbC4aFtp54qoDk8 

※申込期日後は受付できませんので、必ず申込期日中にお申込みをお願いいたします。 

 

⚫ ランナー選考方法：金額順 

申込期日後、チャリティ金額順に選考します。同額が多数重なった場合は抽選にてランナー選定を

行います。 

 

⚫ チャリティお支払い方法：ランナー選考後、チャリティランナーに選出された方へお支払いのご連絡を

差し上げます。 

※決済方法は銀行振込みのみとなりますのでご留意ください。また恐れ入りますが、振込手数料は

お申込者様にてご負担ください。 

※スペシャルオリンピックス日本への寄付金は税控除の対象となります。寄付金ご入金確認後、弊

会より領収証および税額控除の証明書を応募フォームに記載のあったご住所宛てに郵送いたし

ます。 

※チャリティ（ご寄付）とは別に、ランナーエントリー料（20,700円（税込）／参加料、事前検

査料、返金保険料、事務手数料 含む）がかかります。 
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応募から大会当日までの大まかな流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
チャリティランナー申込み 

４月 25 日～5 月 20 日  

※申込フォームよりお申込みください。 

選考結果の通知 

５月 26 日  

スペシャルオリンピックス日本から選考結果を 

お知らせします。 
3 

チャリティご入金 

５月 26 日～6 月 10 日までにご入金をお願いします。 

※銀行振込みのみ 4 
大会サイト URL、パスワード配布 

6 月中旬頃 

この連絡以降、大会サイトより情報発信などが 

行われます。 
5 

ランナー選考 

５月 21 日～25 日 

※チャリティ金額順に選考します。 

同額多数となった場合は抽選いたします。 
2 

10月 16日 本番！ 

本番前の期間中にトークイベントなどを予定しています。 6 
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① 4 月 25 日～5 月 20 日 チャリティランナーとして応募 

申込フォーム：https://forms.gle/x3BbC4aFtp54qoDk8 

② ５月 21 日～25 日 スペシャルオリンピックス日本によるチャリティランナーの選考 

③ ５月 26 日 チャリティランナー選考結果の通知 

④ ５月 26 日～６月 10 日 チャリティ（寄付金）のご入金 ※銀行振込みのみ 

⑤ 6 月中旬  東京レガシーハーフマラソンのログイン URL などのお知らせ 

 以降、大会情報などは東京レガシーハーフマラソン（主催：東京マラソン財団）より共有されます。 

東京マラソン財団チャリティ「 RUN with HEART 」公式ウェブサイト： 

https://www.runwithheart.jp/ 

東京レガシーハーフマラソン公式ウェブサイト：https://legacyhalf.tokyo/ 

⑥ 10 月 16 日（日） 本番 東京の街を走り抜けてください！ 

 

チャリティランナーに決定された方には、スペシャルオリンピックス日本より先行結果の通知と合わせて

指定振込口座の連絡を行います。必ずチャリティ（寄付金）入金期間内に指定銀行口座へお振

込みをお願いいたします。また、振込手数料はお申込者様にてご負担をお願い申し上げます。 

※参加人数枠には限りがあります。お申込みの応募数が枠数を超えた場合はチャリティ金額順に選

考します。同額が多数重なった場合は抽選にてランナー選定を行います。 

また、お申込み期間内に入金が確認とれなかった際は、チャリティランナーとして参加枠は失効となり、

参加できません。予めご了承ください。 

 

チャリティ特典 

チャリティランナーの方々にはスペシャルオリンピックス日本 理事長の有森裕子よるマラソンにお役立ていた

だけるオンライントークイベントにご招待、また、サンキューカード、その他記念品をお送りする予定です。 
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寄付金使途について 

2022 年 11 月に「2022 年第 8 回スペシャルオリンピックス

日本夏季ナショナルゲーム・広島」を開催します。2023 年

に開催されるスペシャルオリンピックス夏季ワールドゲーム・ベ

ルリンへの日本選手団選考を兼ねる本大会には、全国より

約 900 名以上のアスリートが参加します。 

東京レガシーハーフマラソンチャリティでのご寄付は、本大会

の開催費をはじめとした、年間を通じたスペシャルオリンピック

ス日本の活動全般に大切に活用させていただきます。 

留意事項 

チャリティ（寄付）申込み留意事項 

①参加資格：18 歳以上(大会当日 2022 年 10 月 16 日時点) 

②大会要項（https://legacyhalf.tokyo/about/outline/index.html）をご確認のうえ、申込

みください。  

③複数の寄付先団体への寄付申込みは不可です。同一の方が複数エントリーを行った場合、出走権を

取消すとともに、入金後であっても参加料（寄付金含む）等の返金はいたしません。 

④寄付金決済後の返金は一切できません。寄付金使途となる事業(寄付先事業)が、やむをえず中止

となった場合は、他の寄付先事業に充当させていただきます。 

⑤寄付に関して、東京レガシーハーフマラソンのオフィシャルパートナーと抵触する活動や、商品の販売や

キャンペーン利用などの行為はできません。そのような活動や行為をされた場合、今後の本大会への申

込自体ができなくなる可能性があります。 

※オフィシャルパートナーに抵触する活動例 

＊東京レガシーハーフマラソンのプロパティ(大会名称、写真・映像、ロゴ、その他)使用 

（禁止事項）「●●社は、東京レガシーハーフマラソンを応援しています」 

（禁止事項）「●●社は、東京レガシーハーフマラソンチャリティを応援しています」 

（禁止事項）「東京レガシーハーフマラソンを通じて〇〇（寄付先団体名）を支援しました」など 

＊大会会場及びコースにおける広告宣伝活動 

（禁止事項）企業名、商品名を意味する図案及び商標などを身に着けた出走、幕掲出など 

⑥寄付金に参加料等は含まれません。参加料等については、チャリティランナーに選任されてランナーエン

トリーまで進まれた方に別途ご案内いたします。 

⑦海外在住の方の申込は、海外ツアーのみとなります。（チャリティはお受けいたしません。） 

⑧寄付金の領収書は対応可能です。寄付入金のご案内の際に、ご案内いたします。 

⑨お申込の際にお預かりした個人情報は、（１）グッズ発送やイベント等に関するご連絡、（２）一

般財団法人東京マラソン財団へのチャリティランナーご連絡、（３）チャリティランナー選考のみに使用
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いたします。 

⑩1 回の寄付申込は、1,000 円単位で 100,000 円以上 990,000 円以下の金額にて受付けます。 

⑪法人での申込は可能です。ただし、大会主催者が認めていない旅行会社等による申し込みは認めま

せん。判明した場合は出走権を取消すとともに、入金後であっても参加料(寄付金含む)等の返金は

いたしません。 

 

寄付申込み留意事項（ご寄付のみの場合） 

①寄付金決済後の返金は一切できません。寄付金使途となる事業(寄付先事業)が、やむをえず中止

となった場合は、他の寄付先事業に充当させていただきます。 

②寄付に関し、東京レガシーハーフマラソンのオフィシャルパートナーと抵触する活動や、商品の販売やキ

ャンペーン利用などの行為はできません。そのような活動や行為をされた場合、今後の本大会への申込

自体ができなくなる可能性があります。 

※オフィシャルパートナーに抵触する活動例 

＊東京レガシーハーフマラソンのプロパティ(大会名称、写真・映像、ロゴ、その他)使用 

（禁止事項）「●●社は、東京レガシーハーフマラソンを応援しています」 

（禁止事項）「●●社は、東京レガシーハーフマラソンチャリティを応援しています」 

（禁止事項）「東京レガシーハーフマラソンを通じて〇〇（寄付先団体名）を支援しました」など 

＊大会会場及びコースにおける広告宣伝活動 

（禁止事項）企業名、商品名を意味する図案及び商標などを身に着けた出走、幕掲出など 

③寄付金の領収書は対応可能です。寄付金入金のご案内の際に、ご案内いたします。 

④1 回の寄付申込は、1,000 円単位で 100,000 円以上 990,000 円以下の金額にて受付けます。 

 

 

（公財）スペシャルオリンピックス日本は、東京マラソン財団チャリティ「RUN with HEART 」の寄付先

団体です。 

東京レガシーハーフマラソン公式ウェブサイト：https://legacyhalf.tokyo/ 

 

問い合わせ先： 

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本 経営企画部 

メールアドレス：bokin@son.or.jp  

※在宅勤務を実施しております。お手数ですが、ご連絡はメールにてお願い申し上げます。 

※営業日：火曜日～土曜日（日曜日、月曜日、祝日休み ※月曜日が祝日の場合、その前の土曜日も休み） 

※応募に関するお問い合わせは４月 26 日（火）以降、順次対応させていただきます。 

以上 

 


