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2020 年に向けて羽ばたく「日本一のおもてなし」

Soaring Towards 2020: 
“The Best Hospitality of Japan”

ちばアクアラインマラソン
実行委員会会長
千葉県知事
Governor of Chiba Prefecture

森田　健作
Kensaku　Morita

平成 30 年 10 月 21 日、澄み切った秋空の下、多くの方々に支えられて、 
「ちばアクアラインマラソン２０１８」を開催いたしました。

日本全国、そして海外から集った約 1 万 6 千人のランナーが、あざやかに姿を
現した富士山を眺めながら、青い海と空に囲まれた東京湾アクアラインをはじめ、
千葉県の魅力がギュッと詰まったコースを駆け抜けました。

4 回目となる本大会は、27 の国と地域から、過去最多の 604 人もの外国人 
ランナーに御参加いただいたほか、新設した団体戦でも約 1 千人に御参加いただ
くなど、今まで以上に大きな盛り上がりを見せました。

会場やコース沿道には、約 36 万人もの方々が駆けつけ、児童や生徒たちによる
元気な声援をはじめ、吹奏楽や書道、ダンスなどの華やかなパフォーマンスにより、
切れ目なくランナーを応援していただきました。

また、コース沿道での、びわや梨、ブルーベリーなど千葉県の誇る名産品を使っ
た房総の味覚によるおもてなしや、地域の皆様による参加ランナーの出身地の旗
を振った応援が大変好評で、多くのランナーから「応援の多さは日本一」「感動した」

「楽しく走れた」との声をいただいております。
大会当日は、ボランティアの方々や地元市をはじめ、多くの皆様に、「日本一の

おもてなし」でランナーをお迎えいただき、「チーム千葉」一丸となって、千葉県
の魅力とおもてなしの心を、全国に、また、世界に発信することができました。
まさに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックにつながる、意義のある 
大会であったと思います。
「ちばアクアラインマラソン２０１８」の開催に当たり、多大なる御支援・御協

力をいただいた皆様に、心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。

On October 21st, 2018, under the crisp and clear autumn sky, Chiba Prefecture 
hosted the 2018 Chiba Aqualine Marathon, thanks to the help and support of 
countless individuals.

Roughly 16,000 runners from across Japan and around the world ran the course 
packed with all of the charms of Chiba Prefecture, starting with the blue sea and the 
blue sky surrounding the Tokyo Bay Aqua-Line Expressway, all the while gazing upon 
the vibrant shape of Mt. Fuji.

This year marking the 4th Chiba Aqualine Marathon to date, a record of 604 runners 
from 27 different countries and regions participated in the event.  With the 
establishment of the new team competition, the event was livelier than ever before.

Along the course and in the event areas, about 360,000 spectators gathered to 
cheer on the runners.  In addition to the energetic cheers from local elementary and 
junior high school students, the runners were encouraged without pause by brilliant 
musical, calligraphy, and dance performances.

Furthermore, the runners could experience the hospitality and “flavor” of Chiba 
along the course by sampling famous Chiba products, such as biwa (loquat) jelly, 
pears, and blueberries.  Meanwhile, local spectators waved the home country flags of 
runners to cheer them on, prompting overwhelmingly positive feedback from the 
runners, including comments such as, “The magnitude of the support was the best in 
Japan,” “I was deeply moved,” and “Their support allowed me to enjoy running in the 
marathon.”

Thanks to the local volunteers and everyone else who helped, we could form a 
single “Team Chiba,” and give “the Best Hospitality of Japan” to the runners during the 
marathon.  We could show not only the whole country, but also the entire world, the 
beauty and hospitality of Chiba.  I truly believe that it was a meaningful event, which 
will connect us to the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games.

We would like to express our sincere gratitude for the help, support, and 
cooperation we received in making the 2018 Chiba Aqualine Marathon a grand 
success.

Thank you very much.
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