
 

 

 

 

 

 

ちばアクアラインマラソン２０２０ 募集要項 
１ 大会名称  

ちばアクアラインマラソン２０２０（英語名 CHIBA AQUALINE MARATHON 2020） 

２ 主催   

千葉県、千葉県教育委員会

３ 共催 

木更津市、袖ケ浦市、木更津市教育委員会、袖ケ浦市教育委員会、東京湾アクアラインを活用した地域づくり推進連絡協議会、中房総観光推 

進ネットワーク協議会 

４ 企画・運営   

ちばアクアラインマラソン実行委員会 

５ 主管  

一般財団法人千葉陸上競技協会 

６ 運営協力 

   特定非営利活動法人関東パラ陸上競技協会 

７ 後援 

  公益財団法人千葉県スポーツ協会、千葉県スポーツ推進委員連合会、一般社団法人千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、千葉県中 

小企業団体中央会 一般社団法人千葉県経済協議会、一般社団法人千葉県経営者協会、千葉県経済同友会、公益社団法人千葉県観光物産協 

会、千葉県農業協同組合中央会、千葉県漁業協同組合連合会、一般社団法人千葉県バス協会、一般社団法人千葉県タクシー協会、公益社団法 

人千葉県医師会、公益社団法人千葉県看護協会、東日本高速道路株式会社関東支社、株式会社千葉日報社、千葉テレビ放送株式会社、株式会 

社ベイエフエム、国土交通省関東運輸局千葉運輸支局、国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所 

８ 日程 

令和２年（２０２０年）１０月１８日（日） 

   ９：５５ スタート（車いすハーフマラソン）    （※短縮マラソン開催時 １０：２５） 

１０：００ スタート（マラソン・ハーフマラソン同時）（※短縮マラソン開催時 １０：３０） 

   １１：０５ 車いすハーフマラソン競技終了 

１３：１０ ハーフマラソン競技終了 

１６：００ マラソン競技終了 

※ 強風等によりアクアライン橋梁部が走行不能と実行委員会が判断した場合は、一般道のみの短縮マラソンを実施します。 

９ 種目・定員・制限時間 
種 目 定 員 制限時間 

マラソン（４２．１９５ km） １２，０００人 ６時間    （スタート号砲から） 

ハーフマラソン（２１．０９７５ km） 両種目併せて５，０００人 

※車いすハーフマラソンは１０人程度 

を目安とします｡ 

３時間１０分 （スタート号砲から） 

車いすハーフマラソン（２１．０９７５ km) １時間１０分 （スタート号砲から） 

※ マラソン種目にて「団体戦」を実施します。 

複数名（３～６人）の団体戦エントリーをした方が対象です。チーム名を付けていただきます。各チーム内の上位３人の平均ネットタイムに 

より順位を競います。１位～３位を表彰します。（「１４ 表彰」の項を参照してください。） 

１０ コース  

（１）マラソン 

スタート：潮浜公園前（木更津市）〖通過地点 木更津金田ＩＣ、海ほたる、三井アウトレットパーク木更津、袖ケ浦市役所、袖ケ浦 

公園、ほたる野、清見台〗 

フィニッシュ：旧木更津市役所 

（２）ハーフマラソン・車いすハーフマラソン 

スタート：潮浜公園前（木更津市）〖通過地点 木更津金田ＩＣ、海ほたる、三井アウトレットパーク木更津〗 

      フィニッシュ：牛込海岸 

※全ての種目において、強風等によりアクアライン橋梁部が走行不能と実行委員会が判断した場合は、一般道のみの短縮マラソンを実施し、 

マラソンはスリークォーターマラソン(31.646km)、ハーフマラソンはチャレンジラン(10.2km)のコースに変更します。 

１１ 参加資格  

（１）平成１４年（２００２年）４月１日以前に生まれた者で、制限時間内に完走できる者とする。    

（２）車いすハーフマラソンはレース仕様の車いすでの参加に限り、健常者の方の申込みはできません。 

（３）マラソン、ハーフマラソンへの参加希望者で、単独走行が困難な障害のある方は、伴走者(介護者)を同行させることができます。ただ 

し、伴走者は参加者が手配することとします。また、盲導犬の伴走は不可とします。 

１２ 参加料  

（１）マラソン １３，５００円   （２）ハーフマラソン １０，５００円   （３）車いすハーフマラソン １０，５００円 

１３ チャリティ  

社会貢献及び台風１５号・１９号や大雨被害からの復旧・復興の一助として、チャリティを実施します。 

（１）参加方法 

①ランナーチャリティ・・・・・・申込時にチャリティ希望を選択。参加料とは別に５００円が必要となります。 

※ペア及び団体戦エントリーで希望する場合は、グループ全員での参加となります。 

②チアアップ枠（先着６０人）・・・・・申込時に「チアアップ枠」を選択し、５万円を寄付することにより無償出走権が付与されま 

す｡ 

（２）寄付先 

Ａ ３団体（４０人）  a 日本赤十字社千葉県支部 b 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 c 公益財団法人千葉県教育振興財団 

（千葉県スポーツ振興基金） 

Ｂ 千葉県（２０人）※ 寄付先として、ＡまたはＢを選択してください。 
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・Ａを選択して集まった寄付金から、必要経費を除いた金額とランナーチャリティの合計金額が上記３団体へ均等に寄付されます。 

・Ｂを選択して集まった寄付金から、必要経費を除いた金額が、千葉県に寄付されます。なお、寄付金は、台風15号・19号や大雨被害か 

らの復旧・復興のために使わせていただきます｡ 

※チアアップ枠に参加された方は、上記寄付先の証明により、税制上の優遇措置が受けられます。 

※チャリティに参加された方には「大会オリジナル ライト付きホイッスル」をナンバーカード等と一緒に事前送付いたします。以上の 

内容に同意の上、お申込みください。 

１４ 表彰    

（１）マラソン 

①男女各１位～８位を表彰します。②年代別の男女各１位～３位を表彰します。③団体戦１位～３位を表彰します。 

④チームスピリット枠（市町村対抗戦）１位～３位を表彰します。 

（２）ハーフマラソン 

①男女各１位～３位を表彰します。②年代別の男女各１位～３位を表彰します。 

（３）車いすハーフマラソン 

男女各１位～３位を表彰します。 

※マラソン・ハーフマラソン・車いすハーフマラソンの男女各１位～３位及び団体戦・チームスピリット枠（市町村対抗戦）の１位～３位 

については、当日表彰式を行います。他の表彰者については、後日、賞状を郵送します。 

※ハーフマラソン・車いすハーフマラソンの表彰式は、旧木更津市役所に移動して行います。 

１５  競技規則及び諸注意  

（１）２０２０年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規程によります。 

（２）強風、不慮の事故、自然災害等で、主催者の判断により大会中止・コース変更することがあります。 

（３）参加者の安全のため、関門閉鎖時刻・救護所・給水所を設けます。 

（４）レース中は、大会審判員等の大会運営員の指示に従うこととします。 

 

１６ 関門制限 

交通・警備、競技運営上、関門閉鎖時刻を設けます。また、関門以外においても著しく遅れた場合は、競技を中止していただきます。 

関門 場  所 距 離 
ﾏﾗｿﾝ･ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 車いすﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 短縮マラソン実施時 

閉鎖時刻 閉鎖時刻 閉鎖時刻(車いす) 

 スタート（潮浜公園前） 0.0km 10:15  9:55 10:45(10:25) 

１ アクアライン入口交差点 8.2km 11:21 10:21  

２ 海ほたる 13.9km 12:07 10:40  

３ アクアライン橋梁部 16.5km 12:28 10:49  

４ アクアライン出口交差点 19.3km 12:50 10:57 11:53(10:52) 

 ハーフマラソンフィニッシュ（牛込海岸） 21.0975km 13:10 11:05 12:10(11:05) 

５ 袖ケ浦アンダーパス出口 23.8km 13:28  12:30 

６ 袖ヶ浦高校 25.6km 13:42  12:46 

７ 十日市場交差点先 32.0km 14:34  13:39 

８ 君津学園先交差点 36.6km 15:11  14:16 

９ ＪＡ木更津市本店 39.4km 15:34  14:39 

 マラソンフィニッシュ 

（旧木更津市役所） 
42.195km 16:00  15:10 

※ 関門の場所については、変更する場合があります。 

 

１７ 救護所 

傷病、その他の事故に際しての応急処置を行うため、次のとおり救護所を設けます。 

救護所 場  所 距 離 

スタート 木更津商工会館 0.0km 

１ 岩根小入口交差点手前 4.1km 

２ アクアライン入口 8.2km 

３ 海ほたる 13.8km 

４ アクアライン出口 19.3km 

５ 三井アウトレットパーク木更津第１１駐車場 21.0km 

６ 袖ケ浦市役所 23.8km 

７ 袖ヶ浦高校 25.6km 

８ 袖ケ浦市社会福祉センター 27.8km 

９ 中郷郵便局 30.9km 

10 十日市場交差点先 32.0km 

11 ほたる野集会所手前 34.7km 

12 君津学園 36.5km 

13 ＪＡ木更津市本店 39.4km 

ハーフマラソンフィニッシュ 救護所 

トレーナーブース 
牛込海岸 21.0975km 

マラソンフィニッシュ 救護本部 

トレーナーブース 
旧木更津市役所 42.195km  

※ コース上には、ＡＥＤモバイル隊・ベーシックライフサポート隊・ドクターランナーがいます。 

※ 救護所の場所については、変更する場合があります。 

 

１８ 健康管理 

・参加者は各自の責任において健康を管理し、あらかじめ医師の健康診断を受けてご参加ください。 

・主催者は、傷病、その他の事故に際しての応急処置を除き、一切の責任を負いません。 

・コースは起伏に富んでおりますので、大会参加にあたり、十分なトレーニングを積んだ上、ご参加ください。特に、３３ｋｍ過ぎからの坂 

は要注意です。コースマップ下の「コース高低図」をご確認ください。 
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１９ 「一般枠」の募集期間等 

   （１）募集期間 

    令和２年(２０２０年)４月３日(金)正午から５月７日(木)午後５時まで 

   （２）申込区分 

①マラソン・ハーフマラソン 

（Ⅰ）個人エントリー （Ⅱ）ペアエントリー(２人) （Ⅲ）団体戦エントリー（３～６人） ※ マラソンのみ 

②車いすハーフマラソン ※ 参加者に対して、専用の無料駐車場を用意します。 

（３）申込方法 

「１１ 参加資格」を満たす方であれば、どなたでも申込むことができます。 インターネットによるお申込みとなります。 

   ≪申込み受付サイト≫ ランニングポータルサイト「RUNNET（ランネット）」（URL: ｈｔｔｐｓ：//ｒｕｎｎｅｔ．ｊｐ/） 

    【注意事項：ペア及び団体戦エントリーについて】 

・代表者の方は必ず、グループ全員の了承を得てください。 

・代表者の方がグループ全員の登録情報を予め確認の上、申込みを行ってください。 

・グループ全員、同一種目での申込みとなります。 

・ランナーチャリティの申込みは、グループ全員での選択となります。 

・当落はグループ一括となります。 

    （４）参加者の決定 

・申込み数が募集定員を超えた場合は抽選となります。 

・抽選となった場合、抽選結果は RUNNET のＭｙページ＜エントリー履歴＞にてご確認ください。 

・ペア及び団体戦において、抽選となった場合、抽選結果は代表者の方が RUNNET のＭｙページ  

＜エントリー履歴＞にて、ご確認ください。 

※ 発表：令和２年（２０２０年）５月２９日（金）以降（予定） 

（５）支払い方法 

   クレジットカードまたはコンビニ決済 

２０ 「特別枠」の内容、定員及び募集期間  

番号 枠の名称 対象・内容等 定員 募集期間(令和２年) 

① 

 

アスリートランナー枠 

 （マラソンのみ） 

対象期間内に開催された大会で設定時間をクリアした方

が対象です。 

【対象期間】 ２０１８年１０月２１日～２０２０年３月

３１日 

【設定時間】 男性３時間３０分以内、女性４時間以内 

※上記要件の確認のため、ｴﾝﾄﾘｰ時に記録証の写真ﾃﾞｰﾀの

添付が必要です。 

※当選されなかった方は、一般枠に自動的に再エントリ

ーされます。 

６００人 

（抽選） 

４月３日(金)正午～ 

４月８日(水)午後５時 

② パラ・スポーツ枠 

障害者手帳・療育手帳等をお持ちの方が対象です。 

※伴走者を同行させる場合、ｴﾝﾄﾘｰ時に忘れずにお申込み

ください。 

４０人(先着) 

ﾏ ﾗ ｿ ﾝ ･ ﾊ ｰ ﾌ  

各 20 人 

４月３日(金)正午～ 

５月７日(木)午後５時 

③ チアアップ枠 

チャリティの趣旨に賛同し、５万円を寄付された方が対

象です。（参加料が含まれます）※「１３ チャリティ」

の項を参照してください。 

６０人 

(先着) 

４月３日(金)正午～ 

６月３０日(火)午後５時 

④ 外国人ランナー枠 外国籍の方が対象です。 
５００人 

(先着) 

４月３日(金)正午～ 

５月７日(木)午後５時 

⑤ 宿泊プラン枠 

出走権と千葉県内宿泊施設の宿泊代金をセットにした宿

泊プランに申し込んだ方が対象です。（参加料が含まれ

ます） 

１，０００人 

（先着） 

４月３日(金)正午～ 

７月１７日(金)午後５時 

⑥ 地元４市ふるさと納税枠 

ふるさと納税制度により、募集期間内に木更津市、君津

市、富津市、袖ケ浦市のいずれかに５万円以上の寄附を

していただいた方が対象です。(参加料が別途必要です) 

９２人 

各市２３人   

(先着) 

※ 募集機関等が別途設

定します。 

⑦ 地域振興枠 
本大会の共催者及び千葉県内で開催されるマラソン大会

の主催者から推薦のあった方が対象です。 

約２００人 

(推薦) 

※ 募集機関等が別途設定

します。 

⑧ 震災復興支援枠 

東日本大震災で大きな被害を受けた東北３県(岩手、宮

城、福島)にお住まいの方、及び上記３県から千葉県内に

避難している方が対象です。 

３０人(推薦) 
※ 募集機関等が別途設定

します。 

⑨ チームスピリット枠 

千葉県内各市町村に在住または在勤で、推薦のあった方

が対象です。 

※市町村対抗の団体戦です。 

約２００人 

(推薦) 

※ 募集機関等が別途設定

します。 

⑩ スマイル枠 

マラソン未経験者やランニング初心者が対象です。 

※最後尾ブロックからのスタートとなります。 

※当選されなかった方は、一般枠に自動的に再エントリ 

ーされます。 

１５０人 

(抽選) 

４月３日(金)正午～ 

４月８日(水)午後５時 

・上記の他、ちばアクアラインマラソン実行委員会が主催するイベント等で出走権を提供する場合があります。 

２１ 申込みについて（全体） 

（１）申込方法 

インターネットによる申込みとなります。大会公式ホームページ 

（ｈｔｔｐｓ：//ｃｈｉｂａ-ａｑｕａｌｉｎｅ-ｍａｒａｔｈｏｎ．ｃｏｍ/）から、 

一般枠及び各特別枠専用のエントリーページにアクセスしてください。 

※先着締切となる種目もありますので、事前に RUNNET（ｈｔｔｐｓ：//ｒｕｎｎｅｔ．ｊｐ/）への会員登録（新規登録）を済ませておく 

ことをお勧めします。 

【一般枠】 

   募集期間：４月３日(金)正午～５月７日(木)午後５時 

※ 申込み数が募集定員を超えた場合は抽選となります。 

 

大会公式ＨＰ 
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【特別枠】 

番号 枠の名称 募集期間 

① アスリートランナー枠 ４月３日(金)正午～４月８日(水)午後５時 

② パラ・スポーツ枠 ４月３日(金)正午～５月７日(木)午後５時 

③ チアアップ枠 ４月３日(金)正午～６月３０日(火)午後５時 

⑩ スマイル枠 ４月３日(金)正午～４月８日(水)午後５時 

上記、一般枠及び特別枠①～③、⑩の申込方法に関するお問合せ先 

RUNNET の「お問い合わせフォーム」 URL:ｈｔｔｐｓ：//ｒｕｎｎｅｔ．ｊｐ/ｈｅｌｐ/ｃｏｎｔａｃｔ/ （随時受付）   

番号 枠の名称 募集期間 

④ 外国人ランナー枠 

英 語 

４月３日(金)正午～５月７日(木)午後５時 中国語(繁体字) 

中国語(簡体字) 

⑤ 宿泊プラン枠 ４月３日(金)正午～７月１７日(金)午後５時 

上記、特別枠④、⑤の申込方法に関するお問合せ先  

ＪＴＢスポーツステーションエントリーセンター TEL:０６－６２５２－４００９  受付時間：平日９：３０～１７:３０（土日祝日を除

く） 

 

番号 枠の名称 問合せ機関 問合せ番号 問合せ時間 

⑥ 地元４市ふるさと納税枠 

木更津市財務部財政課 ０４３８－２３－８１９９ 平日９：００～１７：００ 

君津市経済部経済振興課 ０４３９－５６－１５３１ 平日９：００～１７：００ 

富津市総務部企画課 ０４３９－８０－１２２３ 平日９：００～１７：００ 

袖ケ浦市企画財政部財政課 ０４３８－６２－２４０４ 平日９：００～１７：００ 

⑦ 地域振興枠 千葉県内マラソン大会主催者･市町村等   

⑧ 震災復興支援枠 千葉県防災危機管理部防災政策課 ０４３－２２３－３４０４ 平日９：００～１７：００ 

⑨ チームスピリット枠 千葉県内市町村担当課等   

上記、特別枠⑥～⑨の申込みについては、それぞれ記載の各問合せ機関にお問合せください｡ 

（２）入金 

・当選者は指定期日までに所定の方法で参加料及び追加でお申込みされた金額をお支払いください。 

・入金がない場合、当選は無効となります。支払方法に応じて手数料等の負担が必要となります。 

 

２２ 申込みから大会参加までの流れ 

（１）申込み開始      令和２年（２０２０年）４月３日（金）正午 

（２）申込み締切      令和２年（２０２０年）５月７日（木）午後５時 

※①アスリートランナー枠、③チアアップ枠、⑤宿泊プラン枠、⑩スマイル枠については、締切が異なります。 

(「２０「特別枠」の内容、定員及び募集期間」の項を参照してください。） 

（３）抽選結果発表     令和２年（２０２０年）５月２９日（金）以降（予定） 

※抽選結果については、RUNNET のＭｙページ＜エントリー履歴＞でご確認ください。当選者には入金案内メール 

を送信します。入金期間終了後、入金者が定員に達しない場合は、落選者を再度抽選し、２次当選としてお知 

らせする場合があります。 

（４）参加料入金      指定の期日までにご入金ください。 

（５）参加に関する案内   １０月上旬に大会公式ホームページへの掲載を予定しています。 

（６）参加者受付     【日本国内の参加者】 

大会前日及び当日の受付手続きは不要です。ナンバーカード等は１０月上旬（予定）に事前送付しますので、大 

会当日の受付は原則として行いません。 

               【海外からの参加者】 

※「おもてなし受付」として、前日受付を行います。 （受付場所については、大会公式ホームページ及び個人 

宛メールでお知らせします。） 

（７）大会当日       令和２年（２０２０年）１０月１８日（日） 

 

２３ 海外交流 

    当大会は、台湾で開催されるマラソン大会と交流しています。完走者の中から、台湾のマラソン大会へ若干名の派遣を予定しています。 

※２０１８大会では、桃園ハーフマラソン（３名）、台北マラソン（２名）、高雄マラソン（３名）へ派遣しました。 

 

２４ 個人情報の取扱い 

（１）主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守し、主催者の個人情報保護方針に基づき、個人 

情報を取り扱います。大会申込者へのサービスの向上を目的とし、参加案内、記録通知、関連情報の通知、大会協賛・協力・関係団体から 

のサービスの提供に利用いたします。また、主催者又は委託先から申込内容に関する確認連絡をさせていただくことがあります。 

（２）大会に関係する映像・写真・記事・申込者の氏名、年齢、住所（国名、都道府県名または市区町村名）等のテレビ・新聞・雑誌・ｲﾝﾀｰﾈ 

ｯﾄ等への掲載権と肖像権は主催者に属します。 

 

２５ ちばアクアラインマラソンお申込み規約・お申込みに関する注意事項【必ずお読みください】 

参加者は下記のお申込み規約に同意の上、お申込みください。 

（１）自己都合による入金後のキャンセル・返金はできません。 

（２）年齢・性別・記録等の虚偽申告、申込者本人以外の参加(不正出場)の場合は、出場を取り消します。 

（３）地震・風水害・強風・降雪・事件・事故・感染症等による中止の場合、参加料等の返金は一切行いません。 

（４）過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 

（５）主催者は個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報を取り扱います。 

（６）同一人物によるマラソンとハーフマラソンへの重複申込み及び個人エントリーとペアエントリー・団体戦エントリーとの重複申込みは 

落選となりますのでご注意ください。 

（７）募集期間内に登録内容の変更がある場合は、各お問合せ先へご連絡ください。 

（８）募集期間内にお申込みをキャンセルすることはできません。 

（９）募集期間終了後の申込登録内容の変更や団体戦エントリーの参加人数の変更及びキャンセルはできません。申込登録内容に問題がある 
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場合のみ、事務局から、ご連絡先のメールアドレス又は電話番号宛に問合せをする場合があります。 

（10）実行委員会事務局への電話による申込応募状況・抽選結果の問合せ、照会等はできませんので、ご了承ください。  

（11）抽選結果について                     

①RUNNET のＭｙページ＜エントリー履歴＞よりご確認ください。当選者には、令和２年（２０２０年）５月２９日（金）以降に、入金案 

内メールをお送りします。 

※インターネットでの決済時にかかるシステム利用料（合計額の５.５％）は申込者の負担となります。（支払い方法の選択によっては 

別途振込手数料がかかる場合があります） 

※グループ申込みの当選者は、代表者の方が人数分の合計額を一括してお支払いください。 

※入金がない場合、当選は無効となります。 

②入金期間終了後、入金者が定員に達しない場合は、落選者を再度抽選し、２次当選としてお知らせする場合があります。なお、ご登録い 

ただいたメールアドレス、または宛先不備での通知不着・未着について再確認はいたしませんので、ご了承ください。 

（12）大会での代理出走、権利譲渡はできません。こうした行為が判明した場合は、失格とします。その場合、主催者はいかなる補償もいたし 

ません。返金もいたしません。 

（13）インターネット回線の不具合などによる申込みの遅れについて、主催者は一切の責任を負いません。 

（14）申込みの際、ご利用の端末機、ＯＳ、ブラウザソフトによっては申込みできないことがあります。 

（15）お申込み時に必要な項目は次のとおりです。 

氏名・性別・生年月日・国籍・住所（送付先）・電話番号（日中の連絡先）・E-mail アドレス・申込種目の過去の参加経験（大会名・ 

記録等）・目標タイム・伴走者の有無（有の場合はその理由）・緊急連絡先等（TEL、氏名、続柄） 

 

２６ その他   

（１）主催者の責によらない事由で大会が中止になった場合、参加料等の返金は、一切行いません。 

（２）荷物預かり所を設けます。なお、ハーフマラソン参加者からお預かりした手荷物は、ハーフフィニッシュ会場（牛込海岸）へ搬送し、返 

却します。 

（３）公共交通機関、道路事情等による遅刻について、主催者は一切責任を負いません。 

（４）大会会場（コースを含む）に広告目的で、企業名・商品名等を意味する図案、商標などを表示したり身につけたりすることはできません。 

（５）主催者が認める団体について写真等の委託販売を行うことがあります。 

（６）健康を害するような仮装または主催者がこれに該当すると判断した場合は、大会へ参加することは できません。 

（７）参加料等の領収書の発行はいたしません。お振込の控えを領収書に代えさせていただきます。 

（８）上記の他、大会に関する事項については大会主催者の指示に従ってください。 

 

２７ 大会に関するお問合せ先 

ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局 

TEL：０４３－２２３－４１０７   受付時間：平日９：００～１７：００（土日祝日を除く） 

   URL：ｈｔｔｐｓ：//ｃｈｉｂａ-ａｑｕａｌｉｎｅ-ｍａｒａｔｈｏｎ．ｃｏｍ/ （大会公式ホームページ）  
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