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2021 開催大会および中止大会リスト
 開催大会

 中止（延期）大会

開催日経過

月 日

1 1/24　（初回）  ｽﾉｰﾏﾗｿﾝｼﾘｰｽﾞ　2021 札幌市

2 建国記念の日  千歳ホルメンコーレンマーチ 千歳市

2 第2日曜  おおたき国際スキーマラソン 伊達市大滝

2 第3日曜  恵庭クロスカントリースキー 恵庭市

2 下旬  湧別原野ｵﾎｰﾂｸｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ 遠軽町・湧別町

2 上旬  札幌国際スキーマラソン 札幌市

2 第2日曜  スノーマラソンイン千歳 千歳市

中止 3 第3日曜 白糠町ロードレース大会 白糠町

開催 4 4/17（土）
阿部重廣杯長距離競技大会

兼　競歩記録会
帯広市 https://tokachi-tf.sakura.ne.jp/2021/21yokou/21abe/21abe.pdf

中止 4 4/18（日）  春一番　伊達ハーフマラソン 伊達市 http://datehalfmarathon.jp/news/?pathinfo=news

中止 4 4/29（祝） 大沼湖畔駅伝競走大会 七飯町

中止 4 4/29（祝） 春のさわやかマラソン 札幌市 https://ameblo.jp/npo-h-lspa/entry-12670798609.html

中止 4 下旬 クロスカントリー大会 士別市

開催
（限定あり）

5 5/3（祝）
なよろ憲法記念

ハーフマラソン2021
名寄市 http://www.city.nayoro.lg.jp/section/sportscamp/prkeql000002gy50.html

中止 5 5/5 （祝）
 日刊ｽﾎﾟｰﾂ

豊平川マラソン
札幌市 http://www.toyomara.com/

開催
（ｴﾝﾄﾘ-終了）

5
5/9～7/25
（一部延期）

北海道マラソン教室
（前期：6回ｼﾘｰｽﾞ）

札幌市 https://runsupport-h.org/hm-school

開催・中止
開　催

大　会　名 開催場所 　HPアドレス・備 考
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中止 5 第2日曜  登別こいのぼりマラソン 登別市

中止 5 第2or第3土曜  ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸ駅伝 苫小牧 http://www.nhp-marathon.com/

中止 5 第2or第3日曜  ﾉｰｻﾞﾝﾎｰｽﾊﾟｰｸﾏﾗｿﾝ 苫小牧 オンライン大会開催　⇒　https://www.nhp-marathon.com/outline/

中止 5 第2日曜 えべおつ丘陵地マラニック 滝川市   2021年度以降　大会廃止

開催
（市民限定）

5 5/8 （土） 稚内ノシャップロードレース 稚内市 　市民限定大会につき、大会詳細HPなし

中止 5 5/9 （日） 水仙まつりロードレース大会 せたな町 https://www.town.setana.lg.jp/news/2021/post_1169.html

中止 5 第3土曜 江別野幌マラソン 江別市 http://www.sportsmovie.info/furusato/nopporo08/index.html

中止 5 5/16 （日）
しもかわ万里長城

クロスカントリー大会
下川町 https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2021/04/517-31.html

中止 5 5/22 （土）
カムイの杜トレイルラン

「夜の神威」
旭川市 https://www.facebook.com/photo?fbid=5421130054627894&set=a.131450763595876

中止 5 5/23 （日） カムイの杜トレイルラン 旭川市 https://www.facebook.com/photo?fbid=5421130054627894&set=a.131450763595876

中止 5 5/23 （日） 北海道を歩こう 札幌市 https://www.sapporo-sport.jp/walk/

中止 5 第3日曜 　洞爺湖マラソン 洞爺湖町 オンライン大会開催　⇒　https://www.toyako-marathon.jp/

延期
（日程未定）

5 5/30 （日）
2021　サッポロ　モイワヒル

クライム　イン　サッポロ
札幌市 http://www.i-sam.co.jp/moiwa-hc/

中止 5 5/30 （日）
札幌あおぞらマラソン2021

スプリング大会
札幌市 https://aozorarun.com/210530/2021/05/08/

開催
（町民限定）

6 6/5 （土） 最北 フラワーマラソン 礼文町 https://www.town.rebun.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001556.html

中止 6 6/6 （日）  千歳JAL国際マラソン 千歳市 https://chitose-jal-marathon.jp/

中止 6 6/26 （土）  奥尻ムーンライトマラソン 奥尻町 http://unimaru.com/?p=27466

開催 6 6/12　（土）
札幌・モエレ沼       Trial

Marathon Half 2021
札幌市 http://runnet.jp/mail/u/l?p=G6jFJdqRN5Q404zyiZ_sDgZ

中止 6 6/13（日）
 丘のまちびえい

ヘルシーマラソン2021
美瑛町 https://www.biei-healthymarathon.jp/

http://www.nhp-marathon.com/
http://www.sportsmovie.info/furusato/nopporo08/index.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=5421130054627894&set=a.131450763595876
https://www.facebook.com/photo?fbid=5421130054627894&set=a.131450763595876
https://www.sapporo-sport.jp/walk/
http://www.i-sam.co.jp/moiwa-hc/
https://aozorarun.com/210530/2021/05/08/
https://www.town.rebun.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001556.html
https://chitose-jal-marathon.jp/
http://unimaru.com/?p=27466
http://runnet.jp/mail/u/l?p=G6jFJdqRN5Q404zyiZ_sDgZ
https://www.biei-healthymarathon.jp/


中止 6 6/13（日）
やくもミルクロード

レース大会
八雲町 https://www.town.yakumo.lg.jp/site/coronavirus/yakumo-milk.html

開催
（限定あり）

6 6/20（日） 滝野の森　10マイルレース 札幌市 http://run.makomanaisc.com/2021/04/09/post-823/

中止 6 6/20（日）
おたる運河

ロードレース大会
小樽市 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2021033100022/

中止 6 6/27（日）
　サロマ湖100km
ウルトラマラソン

北見市・湧別町
・佐呂間町

https://saromanblue.jp/

中止 6 6/27（日）
きたひろしま 30km

ロードレース
北広島市 https://www.kitahiroshima-30km.jp/

中止 7 7/4（日） 函館マラソン 函館市 https://hakodate-marathon.jp/

中止 7 7/11（日）
　なかしべつ330°

開陽台マラソン
中標津町 http://www.zncs.or.jp/330.html

開催 7 7/22（祝）
和寒東山スキー場
ヒルクライムレース

和寒町 https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/84815　

開催 7 7/23（祝）
なよろピヤシリスキー場

ヒルクライムレース
名寄市 https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/84815　

中止 7 中・下旬
サフォークランド

士別ハーフマラソン
士別市 http://shibetsu-half.jp/

中止 7 下旬 　北オホーツク100Kmマラソン
浜頓別町
猿払村

http://www.north100.jp/

中止 7 下旬
苫小牧ハスカップ

トライアスロン大会in勇払
苫小牧市 http://tomatora2.blog.fc2.com/

中止 8 上旬
　浜益「いっぺ、かだれや」

ヘルシーウォーク
石狩市   2021年度以降　大会廃止

開催 8 8/22～11/7
北海道マラソン教室
（後期：6回ｼﾘｰｽﾞ）

札幌市 https://runsupport-h.org/hm-school

中止 8 最終日曜日  北海道マラソン 札幌市 https://www.hokkaido-marathon.com/info/
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開催 9 9/5 （日）
日本最北端

わっかない平和マラソン
稚内市 https://wakkanai-marathon.jp/

開催 9 9/12（日）
30kmペース走

（北海道ﾏﾗｿﾝ教室2回目）
札幌市 https://runsupport-h.org/hm-school

開催 9 9/19（日） 利尻島一周悠遊覧人G 利尻富士町 https://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/1130.htm
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