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ご挨拶
Greetings

1

「チーム千葉」一丸となり、千葉県の魅力を全国に、世界に！

　前回大会から2年、多くの方々に支えられ、平成28年10月23日に、「ちばアクア
ラインマラソン２０１６」を開催いたしました。
　当日は、爽やかな秋空の下、青い海と空に囲まれ、天空を駆け抜けるような東京湾ア
クアラインの絶景をはじめ、切れ目ない応援に温かく彩られた田園風景や新興住宅地の
街並みなど、千葉の魅力がギュッと詰まったコースを約1万6千人のランナーに走って
いただくことができました。
　また、34の国と地域から、前回大会の約5倍となる480人もの外国人ランナーに御
参加いただき、大変国際色豊かな大会となりました。
　更に今回から正式種目になった車いすハーフマラソンでは、リオデジャネイロパラリ
ンピックに出場したトップアスリートらが、力強い走りで多くの方々に感動を与えてく
れました。
　コース沿道では、地元小中学生による元気な声援、地域の方や高校生によるダンスや
和太鼓、吹奏楽などの多彩な応援パフォーマンスが繰り広げられました。これらは、応
援に駆け付けた約36万人の方々の声援と一体となり、ランナーからは「感動した」「励
みになった」との声を非常に多くいただきました。
　また、びわゼリーやブルーベリーなどの千葉県にちなんだ特産品が並べられた「おも
てなしスポット」や千葉県・地元市のグルメを集めた屋台村、楽しいパフォーマンス満
載のステージイベントなども大変好評でした。
　大会運営には、ボランティアの方々や地元市をはじめ、多くの皆様に、おもてなしの
心で御協力をいただきました。まさしく「チーム千葉」で作り上げる大会となり、千葉
県の魅力を全国に、また、世界に発信することができました。
　「ちばアクアラインマラソン２０１６」の開催に多大な御支援・御協力をいただいた
皆様、そして応援に駆けつけていただいた皆様に、心から感謝を申し上げます。
　ありがとうございました。

“Team Chiba” Shows the Charms of Chiba Prefecture to people 
in Japan, and around the world!
     Two years after the previous marathon, the 2016 Chiba Aqualine Marathon was held on October 23rd, 
2016, thanks to the help and support of many.
     Under a refreshing autumn sky, surrounded by the blue sea, with a view of both the Tokyo Aqualine seeming 
to reach into the sky and an unbroken line of cheerful supporters against warm rural and residential townscapes, 
about 16,000 runners were able to enjoy a course packed with all of the charms of Chiba Prefecture.
     This year’s marathon was a very international event, with participants joining from 34 different countries. 
There were 480 foreign runners, 5 times as many as the previous marathon.
     Also, top athletes who participated in the Rio de Janeiro Paralympics took part in the Wheelchair Half 
Marathon, which will become a regular event from this year. They left a powerful impression with their 
performance.
     Alongside the running course, many kinds of cheering and performances took place, such as energetic 
encouragement from local elementary and junior high school students, dances performed by high school 
students, brass bands, and Japanese drums. All of these combined with the support of about 360,000 
spectators led many of the runners to say that they were “moved” and “encouraged.”
     “OMOTENASHI SPOT (special aid spots)” were set up, where local products such as loquat jelly and 
blueberries could be found, as well as “YATAIMURA (rows of stalls) with other delicacies from around Chiba 
Prefecture. These along with the performances onstage proved to be very popular.
     The event organizer received a great deal of help from many volunteers and local cities with hearts full of 
hospitality. We were able to unite as “Team Chiba,” and show the rest of the country and the world the charms 
of Chiba Prefecture.
     We would like to express our sincere gratitude for the help, cooperation, and support we received while 
holding the Chiba Aqualine Marathon 2016.
     Thank you very much.

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
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