
年月日 項　目 概要等 [開催場所]

2015.3.19（木） 「ちばアクアラインマラソン実行委員会」第5回総会 基本計画、平成27年度事業計画・予算決定［京成ホテルミラマーレ（千葉市）］
2015.6.14（日） 「県民の日ちばわくわくフェスタ2015」 大会ＰＲ、ボランティア募集［幕張メッセ（千葉市）］

2015.6.14（日） アクアランサポーターズ（ボランティア）事前登録募集開始

2015.7.25（土）
大会公式ホームページ開設
公式Facebook更新再開

2015.8.5（水） 完走賞（メダル）デザイン募集開始
2015.8.31まで公募
最優秀者1名（1グループ）の作品を採用　応募総数（計134点）

2015.10.23（金） 「ちばアクアラインマラソン実行委員会」第6回総会
大会要項決定、平成26年度事業報告・収支決算承認[京成ホテルミラマーレ
（千葉市）]

2016.1.27（水） 「魅力いっぱいギュッ♥と千葉」千葉県観光物産展 大会PR、ランナー・ボランティア募集［JR仙台駅（宮城県仙台市）］
2016.1.31（日） 第36回館山若潮マラソン 大会PR、ランナー・ボランティア募集［大会会場（館山市）］
2016.2.18（木） 「ちばアクアラインマラソン実行委員会」第7回総会 募集要項、平成28年度事業計画・予算決定［京成ホテルミラマーレ（千葉市）］

2016.3.7（月） 震災復興支援枠募集開始
東日本震災被災地の、東北３県（岩手県、宮城県、福島県）ランナーが対象

（各県20名ずつ、合計60名募集）

2016.3.15（火） 千葉県ふるさと納税枠・地元４市ふるさと納税枠募集開始
ふるさと寄附金（ふるさと納税）制度を活用して5万円以上寄附された方、各自治体
（千葉県、木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市）20名ずつ、計100名募集

2016.3.26（土） ちばアクアラインマラソン２０１６　GO！GO！フェスティバル トークショー、ランナー募集開始直前PR［ダイバーシティ（東京都江東区）]

2016.4.5（火）
ランナーエントリー　開始
アクアランサポーターズ（ボランティア）　本登録開始

一般枠・アスリートランナー枠・外国人ランナー枠・
千葉県スポーツ振興基金枠・宿泊プラン枠のエントリー開始　

2016.5.20（金） 一般枠ランナー　当選発表
2016.6.2(木) 一般枠ランナー　追加当選発表
2016.6.12（日） 千葉がいちばん!千葉県産フェア 大会PR、出走権抽選会実施［イオンモール津田沼（習志野市）]
2016.6.19（日） 「県民の日ちばワクワクフェスタ2016」 大会PR、出走権抽選会実施［幕張メッセ（千葉市）]

2016.7.23（土）
開催まで3か月！「ちばアクアラインマラソン２０１６」
応援フェスタ！

トークショー、出走権抽選会実施［海ほたる（木更津市）]

2016.8.27（土） 「ちばアクアラインマラソン２０１６」ランニングクリニック
PR大使「千葉真子さん」によるランニングクリニック実施（50名募集）
[東京ドイツ村（袖ケ浦市）]

2016.9.15（木） 「ちばアクアラインマラソン実行委員会」第8回総会
2015年度事業報告・収支決算承認
招待選手、タレントランナー、ゲストランナー発表
[京成ホテルミラマーレ（千葉市）]

2016.9～10 大会運営員、ボランティア説明会
ボランティア説明会［木更津市（9/17）市民総合福祉会館、袖ケ浦市（9/19）
袖ケ浦市役所]ほか
県職員大会運営員説明会（10/3、4）[千葉県庁]

2016.10.22（土） 前日ウェルカムセレモニー セレモニー、応援ステージ実施［袖ケ浦公園第二駐車場（袖ケ浦市）]

2016.10.22（土）
ちばアクアラインマラソン２０１６
いよいよ明日！直前応援フェスタ！

トークショー、ステージショー実施［イオンモール木更津（木更津市）]

2016.10.22（土） レセプションパーティー
PR大使、招待選手、ゲストランナー、台湾マラソン交流、スポンサー紹介
[オークラアカデミアパークホテル（木更津市）]

2016.10.22（土）
ちばアクアラインマラソン２０１６
ランナー向け前夜パーティー（夕食会）

大会直前情報案内、参加ランナー会食［グランポート木更津（木更津市）]

2016.10.23（日） 「ちばアクアラインマラソン２０１６」

〈各専門委員会の開催〉
■企画調整委員会（2015.9/28、2016.1/25、8/31）
■競技運営委員会（2015.7/24、12/16、2016.5/31、8/24、12/15）
■救護委員会（2015.8/20、11/12、2016.3/10、6/17、8/25、12/14）

〈各会場会議の開催〉
■メイン会場会議（2016.5/24、6/14、7/19、8/9、9/6、10/6、11/15）
■ハ―フ会場会議（2016.5/19、6/16、7/20、8/18、9/8、10/13、11/17）
■アクアライン橋梁部会議（2016.7/5、8/8、9/6、10/5、11/14）

〈関係機関・団体との協議（主なもの）〉
■道路関係者（東日本高速道路（株） 国土交通省・首都高速道路（株））との協議
■交通関係者（千葉県警・神奈川県警・警視庁）との協議
■（一財）千葉陸上競技協会、特定非営利法人関東パラ陸上競技協会との協議
■木更津市・袖ケ浦市・君津市・富津市との協議
■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との協議
■中房総観光推進ネットワーク協議会との協議
■輸送関係者（東日本旅客鉄道（株）、（一社）千葉県バス協会、（一社）千葉県タクシー協会、
　アクアラインを利用するバス事業者）との協議
■陸上自衛隊との協定、海上自衛隊、航空自衛隊への協力依頼
■海上警備関係者（海上保安庁、千葉県警水上警察隊、木更津港湾事務所、金田漁業協同組合）
　との協議
■ちば消防共同指令センター、木更津市・袖ケ浦市両市消防本部との協議
■千葉県ゴルフ協会、千葉県ゴルフ場支配人会との協議
■事業者・住民説明

準備経過
Preparation�Course
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ちばアクアラインマラソン２０１６　大会要項
１　大会名称

ちばアクアラインマラソン２０１６（英語名　CHIBA　AQUALINE　MARATHON　2016）

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体育協会、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

８　開催日時
2016年（平成28年）10月23日（日）　9：55〜16：00
スタート　　9：55　車いすハーフマラソン
　　　　　10：00　マラソン、ハーフマラソン

９　種目・定員・制限時間

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：牛込漁港
※全ての種目において、強風等により東京湾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、東京湾アクアライン連絡道を使用したコースに変更する。
　ただし、ハーフマラソン、車いすハーフマラソンは19Ｋｍのコースに変更する。

11　参加資格
（１） 1998年（平成10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る。
（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がいのある者は、伴走者（介護者）を帯同させることができる。
　　　ただし、伴走者は参加者で手配することとする。また、盲導犬の伴走は不可とする。

12　参加料
（１）マラソン　　　　　　　１２，５００円
（２）ハーフマラソン　　　   　９，５００円
（３）車いすハーフマラソン　　９，５００円　　　※ナンバーカード等の事前送付料を含む。

13　競技規則及び諸注意
（１） 2016年度日本陸上競技連盟競技規則及び本大会規程による。
（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とすることがある。
（３）参加者の安全のため、関門閉鎖時間・救護所・給水所を設ける。
（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する。

14　参加申込み
（１）一般枠　　①インターネットによる申し込みとする。

②募集期間は、2016年（平成28年）4月5日（火）正午〜4月26日（火）17:00とする。
③定員を超える申し込みがあった場合は、抽選で当選者を決定する。
④車いすハーフマラソンは定員を超える応募があった場合においても、参加資格を満たす者については全て参加を認める。

（２）特別枠　　①主催者が設定する記録を保持する者及び外国籍を有する者などの特別枠を設ける。
②詳細については、別に定める。

15　表彰
（１）マラソン

①男女各１位〜８位を表彰する。（１位〜３位は当日表彰式を行う。４位〜８位は後日賞状を郵送する。）
②年齢別１歳刻みの男女各１位を表彰する。（後日賞状を郵送する。）

（２）ハーフマラソン
①男女各１位〜３位を表彰する。（当日表彰式を行う。）
②年齢別１歳刻みの男女各１位を表彰する。（後日賞状を郵送する。）

（３）車いすハーフマラソン
男女各１位〜３位を表彰する。（当日表彰式を行う。）

16　完走賞
千葉県特産であるサンブスギを使用した完走賞（メダル）を、各種目の完走者に贈呈する。

17　記録証
発行する。

18　東京湾アクアライン交通規制時間
8:30〜13:30［5時間］

19　その他
（１）チャリティを実施する。
（２）主催者の責によらない事由で大会が中止の場合、参加料の返金等は一切行わない。
（３）大会当日の公共交通機関、道路事情による遅刻について、主催者は一切責任を負わない。
（４）本大会は、国内の関連する法令を遵守し実施する。
（５）募集要項は、別に定める。（2016年（平成28年）2月末日までに決定する。）
（６）その他、大会要項及び募集要項の施行にあたり必要な事項は、実行委員会が別に定める。

種　目 定　員 制限時間
マラソン(42.195Ｋｍ) 12,000人 6時間（スタート号砲から）

ハーフマラソン(21.0975Km) 両種目併せて5,000人
※車いすハーフマラソンは10名程度を目安とする。

3時間10分（スタート号砲から）
車いすハーフマラソン(21.0975Km) 1時間（スタート号砲から）
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ちばアクアラインマラソン２０１６　募集要項
１　大会概要
（１）開催日

 2016年（平成28年）10月23日（日）
（２）種目・定員・スタート時間・制限時間

（３）参加資格
 ①1998年（平成10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方とします。
 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ます。
 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がいのある方は、伴走者（介護者）を帯同させることができます。
　  ただし、伴走者は参加者で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。

（４）参加料
 ①マラソン　　　　　　　　　　　　　　　　 12,500円
 ②ハーフマラソン・車いすハーフマラソン　　　 9,500円

２　一般枠の募集期間及び申込方法

３　特別枠の内容、定員及び募集期間

４　参加決定後の手続き等
（１）ナンバーカード、参加賞等は、10月上旬（予定）に事前送付します。大会前日及び当日の受付手続きは不要です。
（２）大会当日受付は原則として行いません。
（３）大会当日は、手荷物預かり所を設けます（無料）。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へ搬送し返却します。
（４）コース上では、一般的な給水・給食に加え、特産品等の提供を行います※。
（５）大会当日、完走者には記録証及び完走賞をお渡しします。
（６）成績上位者には、賞状の他、協賛企業等から賞品（副賞）が贈呈されます※。　※予定であり、変更等の場合があります。

５　競技に係る注意事項
（１）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。
（２）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。
（３）健康を害するような仮装、他者への危害が及ぶ可能性のある仮装（主催者がこれらに該当すると判断した場合を含む。）で、大会に参加することはできません。
（４）性別・年齢（生年月日）・記録等の虚偽申告、申告者本人以外の出場（代理出走、権利譲渡）は認めません。これらの行為が判明した場合は出場・表彰を取り消します。
（５）主催者が認める団体が、コース上で撮影した写真等の委託販売を行うことがあります。

６　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します。

（２）大会中の映像・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。
（３）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。

７　申込に係る留意点
（１）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。
（２）利用する端末機、OS、ブラウザによっては申込みできないことがあります。
（３）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（昼間の連絡先）、E-mailアドレス、申込種目の過去の参加経験、申込種目に2年以内の参加経験（大会名・記録）、目標タイム、伴
　　 走者の有無（障がいのある方のみ）、緊急連絡先（TEL・氏名・続柄）なお、これらの項目に関し、不正確・不完全な申込については、抽選の対象外となる場合があります（不正確・　　
　　 不完全な申込について、主催者は原則として内容の再確認等は行いません）。また、申込後は、誤入力も含め、氏名の訂正はできませんので、特に留意願います。

（４）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および個人申込みとペア申込みとの重複申込みは落選となります。
（５）一般枠の抽選結果について

 ①申込時に使用したインターネットサイトにおける、申込者個人ごとの専用画面（サイトによって名称は異なりますが、一般的に「マイページ」等と称される画面）でご確認ください。なお、 
　  当選者には、5月20日〜5月25日の間に入金案内メールをお送りします（予定）。
 ②指定期間内に入金されない場合は、自動的に当選は無効となります。
 ③一般枠の当選者に係る入金期間終了後、入金者が定員に達しない場合は、2次抽選などの対応をします。なお、これらの情報については、決定次第速やかに大会公式ＨＰで公表します。
 ④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しませんのでご了承ください。

種　目 定　員 スタート時間 制限時間
マラソン(42.195Ｋｍ) 12,000人 10:00 6時間（スタート号砲から）

ハーフマラソン(21.0975Km) 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。

10:00 3時間10分（スタート号砲から）
車いすハーフマラソン(21.0975Km) 9:55 1時間（スタート号砲から）

一般枠（マラソン、ハーフマラソン、車いすハーフマラソン）
申込方法 支払い方法 参加者の決定 募集期間

インターネット
（申込用紙（紙）による申込は有りません。）

クレジットカードまたは
コンビニ決済

申込み多数の場合は
抽選で参加者を決定します。

2016年4月5日（火）正午～
4月26日（火）17:00

留意事項等

上記1大会概要(3)参加資格を満たす方であれば、どなたでも申込みをすることができます。
(１)マラソン・ハーフマラソン
　　ペアエントリー（2人）が可能です。
　　①代表者はペアの方の了承を得て、登録情報を予めご確認の上申込みを行ってください。
　　②同一種目での申込みとなります。
(２)車いすハーフマラソン
　　①車いすハーフマラソンに健常者の申込みはできません。
　　②参加者に対して、車いすハーフマラソン参加者専用の駐車場（無料）を用意します。

※ナンバーカード等の事前送付料を含みます。
※支払いに係る各種手数料については各自でご負担ください。

※各特別枠の参加申込に係る詳細は、別表「特別枠の詳細」をご覧ください。
※応募状況により、募集期間の変更をする場合があります。
※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。

枠の名称 内　容 定　員 募集期間（2016年）
①アスリートランナー枠 対象期間内に開催された大会で設定時間をクリアしたランナーが対象です。 500人（先着順） 4月5日(火)正午～4月12日(火)17:00
②外国人ランナー枠 外国籍の方が対象です。 150人（先着順） 4月5日(火)正午～4月26日(火)17:00
③千葉県ふるさと納税枠
④地元4市ふるさと納税枠

ふるさと寄附金（ふるさと納税）制度を活用して5万円以上寄附された方に返礼品に加えて出走権
（参加料は別途必要）が付与されます。 100人（先着順） 3月15日(火)正午～3月31日(木)17:00

⑤千葉県スポーツ振興基金枠 千葉県スポーツ振興基金に5万円を寄附することにより出走権（参加料含）が付与されます。 20人（先着順） 4月5日(火)正午～5月30日(月)17:00
⑥宿泊プラン枠 遠方からの参加者のために、出走権（参加料含）と千葉県内宿泊施設の宿泊代金をセットにしたものです。 1,000人（先着順）

募集機関等が
別途設定します。

⑦地域振興枠 千葉県内で開催されるマラソン大会の主催者及び各市町村から推薦等のあったランナーが対象です。 約250人
⑧震災復興支援枠 東日本震災被災地の、東北3県（岩手県、宮城県、福島県）から推薦のあったランナーが対象です。 60人
⑨情報発信ランナー枠 SNS等の各種媒体を通じて、積極的に大会情報を発信いただけるランナーが対象です。 若干名
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（６）参加料等の領収書の発行はできません。クレジットカード決済の場合は、カード会社発行の利用明細書をご利用ください。コンビニエンスストアで支払いの場合は支払の控えを領収書に代
　　 えさせていただきます。

（７）出場確定後、①〜④の事由による返金は一切行いません。
 ①主催者の責によらない事由(地震・風水害・強風・降雪・事件・事故・道路障害・感染症等）での大会中止。
 ②自己都合による申込後のキャンセル。
 ③過剰入金・重複入金。
 ④性別・年齢（生年月日）・記録等の虚偽申告、申込者本人以外の参加（代理出走、権利譲渡）が判明したことに伴う失格等。

（８）事務局への電話による申込応募状況・抽選結果の問い合わせ照会等はできません。
（９）上記の他、大会に関する事項については主催者の指示に従ってください。

（10）全申込者（参加者）に周知が必要な事項は、大会ホームページで適時に公表します。
（11）その他、本要項の実施に必要な事項は、実行委員会事務局が別に定めます。
（12）申込者（参加者）は、本要項の規定を全て了承の上、申込等を行うものとします。
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８　大会に関する問い合わせ先（事務局あて郵送物の送付先）
ちばアクアラインマラソン実行委員会事務局
〒260-8662　千葉県千葉市中央区市場町1－1　南庁舎　1階
℡043－223－4107／受付時間　平日　9：00〜17：00
大会公式ＨＰ　http://chiba-aqualine-marathon.com/2016/

枠の名称 定員 申込方法等 募集期間（平成28年） 申込（参加）資格 申込手続の概要 特記事項等

①
アスリート
ランナー枠
(マラソンのみ）

500人
（先着順）

インターネット
（大会公式エ
ントリーサイト
からの申込）

4月5日（火）正午～
4月12日（火）17時

□対象期間内に開催のマラソン大会で、
設定時間内の記録を有する方で、所定
の期間内に記録証（コピー）を事務局
に郵送が可能な方。
【対象期間】2014年10月19日
～2016年3月31日
【設定時間】男性3時間30分以内、
女性3時間50分以内
【郵送期間】2016年4月5日(火)
～4月13日(水)(当日消印有効)

①インターネットによるエ
ントリー
②エントリー完了後、記録
証を事務局へ郵送
③事務局からの記録確認
連絡後、参加料支払

▶共通特記事項1、2
●「申込（参加）資格を満たさない申込は全て無効と
なります（入金後に資格を満たさないことが判明した
場合で無効となった場合、返金はありません）。
●記録証を郵送する際、封筒表面に「アスリートラン
ナー枠」と朱書きしてください。

② 外国人
ランナー枠

150人
（先着順）

インターネット
（大会公式エ
ントリーサイト
からの申込）

4月5日（火）正午～
4月26日（火）17時 □外国籍を有する方。

①インターネットによるエ
ントリー
②エントリー完了後、参加
料支払

▶共通特記事項1、2
●30人以上の団体での参加を予定している場合は、
事前に事務局に連絡願います。
●ナンバーカード等については、郵送以外の方法となる
場合があります。

③
千葉県
ふるさと
納税枠

20人
（先着順） 電子メール 3月15日（火）正午～

3月31日（木）17時

□ふるさと寄附金（ふるさと納税）制
度を利用して、所定の期間内に千葉
県に5万円以上の寄附をしていただ
ける方。

①メールによる申込
②事務局からの連絡後、ふ
るさと寄附金の納付
③事務局からの連絡後、大
会エントリー・参加料支払

▶共通特記事項1、2、3、4、5
●募集開始初日（3月15日)については、同日中に着信
したメールを同順位として取扱い、同日中の申込が
20人を超えた場合は、抽選となります。

④
地元４市
ふるさと
納税枠

80人
（先着順）

インターネット
（関係市の所
定のサイトか
ら申込）

3月15日（火）正午～
3月31日（木）17時

□ふるさと寄附金（ふるさと納税）制
度を利用して、所定の期間内に木更津
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
ける方。

①関係市のふるさと寄附
サイトを経由したふるさと
寄附金の納付
②事務局からの連絡後、大
会エントリー・参加料支払

▶共通特記事項1、2、3、4、5
●詳細は、当該市に問い合わせ願います。

⑤
千葉県
スポーツ振興
基金枠

20人
（先着順）

募集機関等に
おいて設定し
ます。

4月5日（火）正午～
5月30日（月）17時

□千葉県スポーツ振興基金に5万円を
寄附いただける方。

募集機関等において
設定します。

▶共通特記事項１
●別途、参加料を支払う必要はありません(寄附金額
に参加料は含まれています）。
●詳細は、(公財)千葉県教育振興財団に問合せ願います。

⑥ 宿泊プラン枠 1,000人
（先着順）

同上

募集機関等において
設定します。

□募集機関等が準備する千葉県内の
宿泊施設に宿泊の上、参加を希望され
る方。

同上

▶共通特記事項１
●別途、参加料を支払う必要はありません(プラン代
金に参加料は含まれています)。

⑦ 地域振興枠 約250人
同上

□千葉県内で開催されるマラソン大会の主
催者及び各市町村から推薦等のあった方。 -

⑧ 震災復興
支援枠 60人 □東北3県（岩手県、宮城県、福島県）

から、参加について推薦のあった方。 ●参加料は無償です。

⑨ 情報発信
ランナー枠 若干名 別途設定

します。
別途設定
します。

□SNS等の各種電子媒体を通じマラ
ソンに関する情報をこれまで積極的に
発信している方で、今後、当大会情報
を積極的に発信していただける方。

別途設定
します。

●本枠の対象者については、事務局で選考の上、
決定します。

《�備考�》�
１　いずれの枠も、参加資格（本要項１（３））を満たしていることが

申込の前提となります。
２　特記ない限り、参加料は一般枠（マラソン12,500円、ハーフマ

ラソン・車いすハーフマラソン9,500円）と同額です。
３　上記表中、「事務局」とは、ちばアクアライン実行委員会事務局

（もしくは事務局が業務を委託した業者）をいいます。
４　①の枠については、マラソン。②〜⑨の各枠については、マラソン・

ハーフマラソン・車いすハーフマラソンが対象種目となります。
５　⑤〜⑧の各枠については、原則として事務局以外の機関等(上表で

は「募集機関等」と表現しています。)が申込みを受け付けます。
６　申込手続の詳細については、事務局で決定の上、大会公式ＨＰで

公表しますので参照願います。

�
（共通特記事項１）先着順で申込を受け付け、定員に達し次第、締切となります。
（共通特記事項２）参加料の支払いは、クレジットカード決済若しくはコンビニ支払いとなります。
（共通特記事項３）事務局の定める手順・指示等によらないふるさと寄附は、本枠の対象となるものとして

取り扱われません。
なお、本枠の対象とならない場合でも、一旦、ふるさと寄附としてお支払いいただいた
金額については、返金されません。

（共通特記事項４）ふるさと寄附の具体的手続きについては、ふるさと寄附の事務を担当する機関の指示等
に従ってください。

（共通特記事項５）千葉県と４市いずれかの本枠に同時に申し込むことはできません。
但し、千葉県のふるさと納税枠について抽選で落選となった後、定員に余裕のある関係
市の枠に申し込むことは差し支えありません。

一般枠 特別枠
申込み開始 4月　5日（火）　　

枠毎に設定申込み締切 4月26日（火）　　
抽選結果発表 5月20日（金）以降
参加料入金 事務局の指定する期日まで

ナンバーカード等の事前送付 10月上旬予定
大会当日 10月23日（日）

【参考】申込みから大会参加までの流れ

（別表）　特別枠の詳細
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ちばアクアラインマラソン２０１６　大会規程
（目的）
第１条　本規程は、ちばアクアラインマラソン２０１６（以下「大会」という）を円滑に運営するため、大会要項または、募集要項に定めるものの他、競技に係る基本的な事項を定める。

（期日）
第２条　大会は、2016年10月23日（日）に開催する。

（種目・制限時間）
第３条　種目及び制限時間は次表による。

（日程）
第４条　各種目のスタート時間は、次の各号によるものとする。
　（１）車いすハーフマラソン　　　　  9:55
　（２）マラソン・ハーフマラソン　　10:00
２　東京湾アクアラインの通行止めは、8:30から13:30（5時間）とする。
　　海ほたるパーキングエリアの閉鎖時間は、6:00から13:30（7時間30分）とする。

（参加資格）
第５条　各種目の参加資格は次の各号によるものとする。
　（１）1998年（平成10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）障がいのある方で単独走行が困難な場合は、伴走者を１人帯同させることができる。盲導犬による伴走は不可とする。また、伴走者については、本人が手配するものとする。

伴走者の参加料は無料とし、「伴走」のナンバーカードを配布する。
２　車いすハーフマラソンの参加資格は次の各号によるものとする。
　（１）車いすハーフマラソンは、1時間以内に完走できる者に限る。
　（２）身体障害者手帳を所有する車いす使用者であり、レース仕様の車いすを使用すること。

（大会開催判断）
第６条　大会の実施判断は、大会前日17:00及び大会当日4:30に判断会議を実施する。
２　大会中止判断基準は次の各号によるものとする。
　（１）大規模災害が発生し、大会の実施が不可能と判断された場合
　（２）公共交通機関等の事故等により復旧の見込みがたたない場合
　（３）その他の理由により、大会本部が実施不可能と判断した場合
３　判断会議では、東京湾アクアラインの使用についても判断を行う。
４　東京湾アクアラインの使用判断基準は次の各号による。
　（１）大会当日6時から14時の間の1時間ごとの予報値を基準とする。
　　①東京湾アクアライン橋梁部上が風速10m/s以下の場合、東京湾アクアラインを使用する。
　　②東京湾アクアライン橋梁部上が風速10m/sを超えた場合、東京湾アクアラインを使用せず、アクアライン連絡道を使用するコースに変更する。
　　③東京湾アクアライン橋梁部上が風速10m/sを超え、さらに、アクアライン連絡道上が風速14m/sを超えると見込まれる場合は、大会は中止とする。
　（２）その他、大会本部にて気象情報及び周辺の交通規制・道路状況等を判断材料とする。
５　大会判断の結果は大会HP・テレビ・ラジオ・テレドーム等の媒体により案内を行う。

（関門）
第７条　コース上に次表の関門を設置する。

２　強風等により東京湾アクアライン橋梁部が走行不能となった場合は、第２関門、第３関門は、（　）の場所に移動する。その他、関門場所、
閉鎖時間は変更しない。

３　スタート関門は、全ランナーがスタート地点を通過するのに15分かかることを想定する。
４　関門閉鎖時刻に間に合わなかったランナーは失格とし、競技の続行は認めない。
５　関門閉鎖時刻前でも最後尾に走行している監察車の審判員が閉鎖時刻に間に合わないと判断した場合、競技終了の宣告をすることがある。

宣告を受けた後は競技の続行は認めない。

距　離 場　所
閉鎖時間
マラソン

ハーフマラソン
ペース設定

閉鎖時間
車いすハーフ

マラソン
ペース設定

0.0km スタート 10:15 9:55
第１関門 8.2km アクアライン入口 11:20 8分/km 10:18 2分50秒/km

第２関門 13.6km
(12.6km)

海ほたるPA
（袖ケ浦IC） 12:05 8分/km 10:34 2分50秒/km

第３関門 16.5km
(15.0km)

アクアライン橋梁部
（連絡道上り線） 12:27 8分/km 10:42 2分50秒/km

第４関門 19.2km アクアライン出口 12:48 8分/km 10:49 2分50秒/km
21.0975km ハーフフィニッシュ 13:10 8分/km 10:55 2分50秒/km

第５関門 22.5km 木更津市金田東 13:10 8分/km
第６関門 26.0km 袖ヶ浦高校 13:41 8分/km
第７関門 32.4km 十日市場交差点先 14:34 8分/km
第８関門 36.5km 君津学園 15:05 8分/km
第９関門 39.3km 木更津市朝日 15:30 8分/km

42.195km マラソンフィニッシュ 16:00 8分/km

種　目 制限時間
マラソン(42.195km) 6時間
ハーフマラソン(21.0975km) 3時間10分
車いすハーフマラソン(21.0975km) 1時間

大会規程
Race�Regulation
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（給水・給食）
第８条　コース上に次表の給水所を設置し、給水・給食を用意する。

２　上表以外に、県及び市が特産品給食を用意する場合もある。

（救護所）
第９条　コース付近に次表の救護所を設置し、競技中の傷害について応急処置を行う。

（表彰）
第10条　各種目で、次の各号に該当するランナーを表彰する。
　（１）マラソンは、男女各１位～８位と年齢別１歳刻みの男女各１位を表彰する。
　（２）ハーフマラソンは、男女各１位～３位と年齢別１歳刻みの男女各１位を表彰する。
　（３）車いすハーフマラソンは、男女各１位～３位を表彰する。

（災害時対応）
第11条　大会中の災害発生時、大会運営員等は大会本部からの指示または実行委員会で作成したリスクマネジメントマニュアルに基づき、大会中断もしくは中止の案内を行い、自身の安全確保を
するとともに、ランナーの安全確保及び避難誘導に努める。

（競技上の注意事項）
第12条　ランナーは次の各号を順守し、大会に参加することとする。
　（１）健康を害するような仮装や他者への危害が及ぶ可能性のある仮装で走行しないこと。なお、主催者がこれに該当すると判断した場合は、大会へ参加させないことがある。
　（２）レース中に、緊急車両等の通行により選手を停止させる場合、車両の通行を優先させること。
　（３）レース中は、大会審判員、警察官、大会運営員等の指示に従うこと。
　（４）大会当日の公共交通機関、道路事情を考慮し参加すること。なお、これを理由とする遅刻について主催者は一切責任を負わない。

地　点 ポイント 給　食
スタート スタート 潮浜公園
第１給水所 4.2km 自衛隊前
第２給水所 8.0km アクアライン入口 ○
第３給水所 13.6km 海ほたるＰＡ ○
第４給水所 19.3km アクアライン出口 ○
HF 21.1km ハーフフィニッシュ（牛込漁港） ○

第５給水所 21.6km 木更津市金田東（東京インテリア） ○
第６給水所 24.4km 昭和小学校 ○
第７給水所 26.4km 平成通り交差点 ○
第８給水所 28.4km ゆりの里 ○
第９給水所 30.6km 小平車両 ○
第10給水所 32.3km 十日市場交差点 ○
第11給水所 34.2km ほたる野 ○
第12給水所 36.3km 君津学園 ○
第13給水所 38.2km ヤックスドラックストア木更津清見台店 ○
第14給水所 39.2km イオンタウン木更津朝日店 ○

F フィニッシュ 旧木更津市役所 ○

救護所 距　離 場　　所
スタート スタート 潮浜公園前
第１救護所 4.1km 木更津市江川［江野澤石油］
第２救護所 8.2km アクアライン入口
第３救護所 13.6km 海ほたるＰＡ
第４救護所 19.2km アクアライン出口
第５救護所 22.5km 木更津市金田東［山岡コンクリート手前］
第６救護所 26.0km 袖ヶ浦高校
第７救護所 28.2km 袖ケ浦市飯富［袖ケ浦市社会福祉センター］
第８救護所 31.2km 木更津市井尻［中郷郵便局］
第９救護所 32.4km 十日市場交差点先
第10救護所 35.1km 木更津市ほたる野［ほたる野集会所］
第11救護所 36.3km 君津学園
第12救護所 39.3km 木更津市長須賀［メダル王駐車場］

HF救護所トレーナーブース 21.0975km 牛込海岸
F(MCC)トレーナーブース 42.195km 旧木更津市役所
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