
沿道応援①
Cheering

エルシオン
よつぼくん（四街道市） なんじゃもん（神崎町）
なんぼーくん（鋸南町、南房総市、鴨川市商工会青年部） とっちー（東金市）

A

　　 袖ケ浦市役所交差点　おもてなしゾーン（袖ケ浦駅北口会場）
ハリキリ戦隊ソーサマン（匝瑳市） いんザイ君（印西市）
いすみん（いすみ市） 太陽くん（長生村）
みかえりちゃん（鋸南町） 一宮いっちゃん（一宮町）

C

　　おうえんパーク（袖ケ浦公園第二駐車場）
ガウラ（袖ケ浦市） たいよう君（鴨川市）
やど助（野田市関宿商工会青年部） コジュリンくん（東庄町）
松戸さん（松戸中央ライオンズクラブ） しばっこくん（芝山町）
ロンちゃんランちゃん（ロマンの森共和国）

D

　　イオンタウン木更津朝日
カムロちゃん（佐倉市） 井戸っこ（しすいちゃん）（酒々井町）
よこぴー（横芝光町） ざっくぅ（J:COM）
うなりくん（成田市）

E　　海ほたるPA
海ほたるくん・海ほたるちゃん（海ほたるPA）

B

　　　　　スタート／フィニッシュ地点
チーバくん（千葉県） やっち（八千代市） イータ君（国税庁）
きさポン（木更津市） マーモママ（マザー牧場） 龍夢（ドラム）（栄町）
ガウラ（袖ケ浦市） SUNムシくん（山武市） とみちゃん（富里市）
きみぴょん（君津市） ちょーぴー（銚子市） あさピー（旭市）
ふっつん（富津市） おたっきー（大多喜町） オッサくん（市原市）

FS

　　　ハーフフィニッシュ地点
ダッペエ（館山市） ピーちゃん・ナッちゃん（八街市）
マリン（大網白里市） キャロッタ（船橋ケイバ）
ちょな丸（長南町） オルタン（鴨川シーワールド）
かまたん（鎌ケ谷市） 目利き番頭船えもん（ふなばし産品ブランド協議会）
うめ丸くん（睦沢町） みのりちゃん（松戸市）

HF

■キャラクター応援団
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応援
ポイント 出演団体 種　類

千葉県警察音楽隊 吹奏楽

鈴木淳一(和太鼓笑楽和楽) 和太鼓

弁天町・南片町・仲片町・新宿・北町 お囃子～自主応援～

藤栄諏訪太鼓 和太鼓

オハナ　グループ フラダンス

フラスタジオ　ヘネヘネ フラダンス

海上自衛隊航空補給処 パフォーマンス

関東ひびき太鼓 和太鼓

八幡台　楽鼓の会 和太鼓

FORZA木更津 よさこいソーラン演舞

木更津かずさ連 よさこいソーラン演舞

ふさのくに舞華恋 よさこいソーラン演舞

夢楽人 よさこいソーラン演舞

南総みよし烈華隊 よさこいソーラン演舞

エボリューション よさこいソーラン演舞

櫻゛ よさこいソーラン演舞

千葉　長友連 よさこいソーラン演舞

和楽一座 よさこいソーラン演舞

四街道・舞謳歌 よさこいソーラン演舞

千葉市立千葉高等学校　吹奏楽部 吹奏楽

千葉県立千葉商業高等学校　吹奏楽部 吹奏楽

学校法人君津学園
木更津総合高等学校　和太鼓部

和太鼓

カトレアフラダンスグループ フラダンス

上総太鼓 和太鼓

ハワイアン　フラ　ラウレア フラダンス

神納神楽ばやし保存会 神楽囃子

坂戸神楽・囃子保存会 神楽囃子

カプア・ウイ・中村・野村 フラダンス

千葉県立袖ヶ浦高等学校　吹奏楽部 マーチングバンド

千葉県立袖ヶ浦高等学校　生活デザイン部 袖ケ浦公園花摘み娘　紹介

千葉県立袖ヶ浦高等学校　書道部 書道パフォーマンス

チーム　くらげ 和太鼓

袖ケ浦鼓蝶会 銭太鼓

長浦エアロキッズ エアロビクス

ベイスタイル本間フラスタジオ フラダンス

ＶｉＶｉＤ　＆　ＲＨＹＴＨＭＩＣ ＪＡＺＺ　ＨＯＰ

ＪrチアダンスチームM チアダンス

応援
ポイント 出演団体 種　類

モアナ・ラニ・グループ フラダンス

ハイビスカス文京 フラダンス

YASSA Comachi 沿道応援

フルーツリング 沿道応援

コズミック☆倶楽部 沿道応援

Instant Bullet Crew (IBCrew) ジャグリング、ダンス

TAHITI HANA Te Ao Ma'ohi タヒチアンダンス

木更津高専　C.A.Crew ストリートダンス発表

木更津諏訪太鼓 和太鼓

独立行政法人国立高等専門学校機構
木更津工業高等専門学校吹奏楽部

吹奏楽

志学館高等部　BRAVERS チアリーダー

木更津市立清見台小学校 沿道応援

富津イオンカルチャーセンター
HIPHOPスクール

ヒップホップダンス

ホムキ新体操クラブ ダンス・新体操

J-Brand ダンススクール ジャズヒップホップ

レッドサウンズ 器楽演奏

千葉県立木更津東高等学校　ダンス部 ヒップホップ・ジャズ

学校法人暁星国際学園 
暁星国際中学校・高等学校 音楽部

ジャズ・バンド

ドゥビ伊藤オーケストラ ジャズ・バンド

ラウレア冨永フラスタジオ フラダンス

カプア田中フラスタジオ フラダンス

きらきら八千代ジュニアダンスチーム ダンスパフォーマンス

ロケラニフラサークル フラダンス

Ajuバレエ＆ダンススタジオ Vibitz ヒップホップジャズ

志学館高等部ダンスチーム white egg ヒップホップ・ジャズ

千葉県立木更津高等学校　音楽部 吹奏楽

学校法人君津学園
木更津総合高等学校　吹奏楽部

吹奏楽

拓殖大学紅陵高等学校　吹奏楽部 吹奏楽

東海大学付属市原望洋高等学校　吹奏楽部 吹奏楽

1

2

3

4

5

6

7

■沿道応援者一覧
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36万人が応援に駆け付けてくれました！

応援ポイントⒶ　エルシオン前

応援ポイント⑪　おうえんパーク　袖ケ浦公園第二駐車場

応援ポイントⒸ　袖ケ浦市立昭和小学校前

応援ポイント⑦　ミニストップ木更津金田インター店前

応援ポイント⑤　海上自衛隊航空補給処前

応援ポイント⑮　館山信用金庫木更津支店前

応援ポイント⑩　若奈寿司駐車場

応援ポイントⒸ　袖ケ浦市役所交差点付近

沿道応援②
Cheering
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一般ランナー（マラソン）

高校生による生演奏（ハーフ）

車いすハーフマラソンフィニッシュ（ハーフ）

マラソン優勝・千葉健太選手（マラソン） 高校生による生演奏（マラソン）

森田知事による出迎え（ハーフ）

ハーフマラソン優勝・サイラス・ジュイ選手（ハーフ）

キャラクター応援団（マラソン）

フィニッシュ
Finish
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表彰式　Ceremony

表彰式
Victory�Ceremony

表彰式における目録贈呈 2016台北マラソンへの派遣　
Taipei Marathon

提供元 賞　品 授与対象者

実行委員会

金・銀・銅メダル 各種目男女１位から３位
月桂冠（フィニッシュ後戴冠） 各種目男女１位
賞状（後日送付） マラソン、ハーフマラソン男女４位から８位、年齢別１歳刻み男女１位
海外マラソン大会（指定大会）派遣 マラソン、ハーフマラソン優勝者＆完走者の中から抽選

木更津市
名産品詰め合わせ 各種目男女１位から３位　
きさポンぬいぐるみ（大） 各種目男女１位から３位

袖ケ浦市
袖ケ浦の農産物 各種目男女１位から３位
ガウラぬいぐるみ 各種目男女１位から３位

千葉県農業協同組合中央会
愛情いちばん！特産品ボックス 車いすハーフマラソン女子１位から３位、マラソン男子１位から３位
愛情いちばん！旬のフレッシュボックス ハーフマラソン女子１位から３位

千葉県漁業協同組合連合会

手入れ海苔10帖化粧箱入り 車いすハーフマラソン男子１位、マラソン男子１位
天然あわび海女の味噌焼き 車いすハーフマラソン男子２位、マラソン男子２位
一番摘み青とび海苔10帖化粧箱入り 車いすハーフマラソン男子３位、マラソン男子３位
手入れ海苔5帖化粧箱入り ハーフマラソン女子１位
水産物セット ハーフマラソン女子２位、３位

イオン株式会社 ライトミールブロック10箱×2種類 各種目男女１位から３位
株式会社新昭和 住まいのお掃除詰め合わせセット 各種目男女１位から３位

日時：2016年10月23日　　
場所：イベントエリアステージ

入賞者賞品等一覧　Awards

入賞者海外マラソン大会（指定大会）派遣　Award: Invitation to join marathons abroad

2017高雄国際マラソンへの派遣　
Kaohsiung International Marathon

大
会
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順　位 氏　名 タイム 備　考

1 千葉　健太 02:20'42" 招待選手

2 高橋　幸二 02:25'29" 県内マラソン大会枠

3 坂本　隆哉 02:26'36" 招待選手

4 曽宮　道 02:27'05" 県内地域振興枠

5 川内　鮮輝 02:35'18" アスリートランナー枠

6 鈴木　智 02:36'37"

7 千葉　真人 02:37'19"

8 宇野　議浩 02:38'46" 県内マラソン大会枠

順　位 氏　名 タイム 備　考

1 山口　遥 02:49'09" 県内マラソン大会枠

2 永尾　薫 02:49'51" 県内地域振興枠

3 菅生　晶子 02:54'39" 招待選手

4 白神　美織 03:04'00" 県内地域振興枠

5 三橋　朋子 03:11'10" 県内マラソン大会枠

6 平川　裕子 03:11'34" 県内地域振興枠

7 湊　　瑛穂 03:14'04"

8 李　　美映 03:14'13"

順　位 氏　名 タイム 備　考

1 サイラス・ジュイ 01:06'24" ゲストランナー

2 川内　優輝 01:06'26" 招待選手

3 青木　章悟 01:11'05"

順　位 氏　名 タイム 備　考

1 吉田　香織 01:15'55" 招待選手

2 松本　恭子 01:19'36" 県内マラソン大会枠

3 内山　真由美 01:22'55" 招待選手

順　位 氏　名 タイム 備　考

1 鈴木　朋樹 00:48'31" 招待選手

2 樋口　政幸 00:48'33" 招待選手

3 吉田　竜太 00:53'36" 招待選手

順　位 氏　名 タイム 備　考

1 土田　和歌子 00:54'06" 招待選手

■マラソン表彰男子選手（上位8位） ■マラソン表彰女子選手（上位8位）

■ハーフマラソン表彰男子選手（上位3位） ■ハーフマラソン表彰女子選手（上位3位）

■車いすハーフマラソン表彰男子選手（上位3位） ■車いすハーフマラソン表彰女子選手

入賞者　
Prizewinners

入賞者　Winners

種　目 マラソン

性　別 男　性 女　性

10代 伊美　拓真（千葉県） 3:14'44" 白神　美織（千葉県） 3:03'57"

20代 千葉　健太（千葉県） 2:20'42" 山口　遥（神奈川県） 2:49'05"

30代 高橋　幸二（千葉県） 2:25'29" 蔦木　裕希（東京都） 3:19'33"

40代 石田　博之（東京都） 2:43'17" 三橋　朋子（千葉県） 3:11'07"

50代 千葉　公介（東京都） 2:44'46" 平川　裕子（千葉県） 3:11'27"

60代～ 荒木　修（埼玉県） 3:21'18" 鈴木　美起子（福島県） 4:06'20"

種　目 ハーフマラソン

性　別 男　性 女　性

10代 Michael H.Gerhardy（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）1:34'08" 平野　佳那子（千葉県）1:38'08"

20代 川内　優輝（埼玉県）1:06'26" 内山　真由美（山梨県）1:22'55"

30代 サイラス・ジュイ（ケニア） 1:06'24" 吉田　香織（東京都）1:15'55"

40代 座間　保成（千葉県）1:19'19" 松本　恭子（千葉県）1:19'36"

50代 千枝　知晴（東京都）1:25'34" 大島　千里（千葉県）1:43'01"

60代～ 麓　道弘（岩手県） 1:37'10" 藤江　美知代（千葉県）1:55'14"

■年代別１位（種目別・男女別）
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※入賞者のタイムはグロスタイム。但し、年代別1位のタイムはネットタイム。
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