
応援ポイント　　　袖ケ浦おうえんパーク（フラダンス）

応援ポイント　　　館山信用金庫木更津支店
　　　　　　　　　（チアリーディング）

応援ポイント　　　ほたるのセントラル内科駐車場（和太鼓）

応援ポイント　　　袖ケ浦おうえんパーク（キャラクター）

応援ポイント　　　袖ケ浦アンダーパス応援会場（和太鼓）

応援ポイント　　　袖ケ浦おうえんパーク
　　　　　　　　　（書道パフォーマンス）

応援ポイント　　　イオンタウン木更津朝日
　　　　　　　　　（キャラクター）

応援ポイント　　　三井アウトレットパーク木更津（よさこい）

コース沿道では、華やかなパフォーマンスや県内のご当地キャラクター応援団に
よる応援が繰り広げられました！

応援ポイント　　　セブンイレブン木更津東太田 2 丁目店（フラダンス）
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沿道応援①
Cheering
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千葉県特産品
おもてなしスポット！

千葉県特産品
おもてなしスポット！

A

メインイベントゾーン
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B

S/F

HF

C

D

E
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15

おもてなしロード

木更津おもてなし
ゾーン

ハーフフィニッシュ
イベントゾーン

袖ケ浦おもてなしゾーン

袖ケ浦
おうえんパーク

ご当地キャラクター沿道応援ポイント
沿道応援パフォーマンスポイント

ご当地キャラクター沿道応援ポイント

スタート／フィニッシュ地点
チーバくん（千葉県）
きさポン（木更津市）
きみぴょん（君津市）
ふっつん（富津市）
オッサくん（市原市）

うなりくん（成田市）
いすみん（いすみ市）
勝浦カッピー（勝浦市）
マーモママ（マザー牧場）

S/F

ハーフフィニッシュ／牛込海岸イベント会場
ダッぺエ（館山市）
カムロちゃん（佐倉市）
ＳＵＮムシくん（山武市）
ちょーぴー（銚子市）

やっち（八千代市）
おたっきー（大多喜町）
なんぼーくん（安房郡市商工会青年部）
キャロッタ（千葉県競馬組合）

HF

新港付近（エルシオン）A
しばっこくん（芝山町）
ピーちゃん・ナッちゃん（八街市）

松戸さん（松戸中央ライオンズクラブ）

海ほたるパーキングエリアB
海ほたるくん　 海ほたるちゃん

袖ケ浦駅北口・袖ケ浦アンダーパス
よつぼくん（四街道市）
あさピー（旭市）

コジュリンくん（東庄町）
C

袖ケ浦おうえんパーク（袖ケ浦公園第二駐車場）
ガウラ（袖ケ浦市）
とっちー（東金市）
いんザイ君（印西市）

龍夢［ドラム］（栄町）
ながラン（長柄町）
うめ丸くん（睦沢町）

D

イオンタウン木更津朝日
マリン（大網白里市）
とみちゃん（富里市）
モバりん（茂原市）

よこぴー（横芝光町）
ざっくう（J:COM）

E

沿道応援パフォーマンスポイント
鈴木淳一(和太鼓笑楽和楽) 和太鼓

所　　属 ジャンル
1　木更津港内岸壁

和太鼓・江粋連 和太鼓
所　　属 ジャンル

2　パールショップともえ 木更津店

海上自衛隊 パフォーマンス
所　　属 ジャンル

4　海上自衛隊

八幡台　楽鼓の会 和太鼓
所　　属 ジャンル

5　瓜倉交差点

関東ひびき太鼓 和太鼓
所　　属 ジャンル

6　ミニストップ 木更津金田インター店

オハナ　グループ フラダンス
プアアロハ祇園 フラダンス

所　　属 ジャンル
3　角屋商店

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
木更津諏訪太鼓 和太鼓

所　　属 ジャンル
10　ほたるのセントラル内科駐車場

clear Baton パワーストリングス・チアダンス
翔凛高等学校 フラ＆タヒチダンス部 カポノハワイアンズ チアダンス・フラダンス
翔凛中学校・高等学校 チアダンス部 チアダンス

所　　属 ジャンル
11　セブンイレブン木更津東太田２丁目店

FORZA木更津 よさこい
木更津かずさ連 よさこい
ふさのくに舞華恋 よさこい
夢楽人 よさこい
南総みよし烈華隊 よさこい
エボリューション よさこい
 櫻  ゙ よさこい
長友連 よさこい
和楽一座 よさこい
舞謳歌 よさこい

所　　属 ジャンル
7　三井アウトレットパーク木更津

袖ヶ浦高校 吹奏楽部 マーチングバンド
袖ヶ浦高校 書道部 書道パフォーマンス
袖ヶ浦高校 生活デザイン部 仮装応援
ハラウ・オ・ラウレア フラダンス
総合型地域スポーツクラブ 
NESUPO フラダンス レアレア フラダンス

印旛龍凰太鼓 和太鼓
ベイスタイル本間フラスタジオ フラダンス
長浦エアロキッズ エアロビクスダンス
袖ケ浦鼓蝶会 銭太鼓
ミチコ．ケアラ．オ．カイ フラサークル フラダンス

所　　属 ジャンル
9　袖ケ浦おうえんパーク（袖ケ浦公園第二駐車場）

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
志学館高等部ダンス同好会 ヒップホップ・ジャズ
清見台新体操サークル ダンス・新体操

所　　属 ジャンル
13　セブンイレブン木更津清見台２丁目店

木更津高専　C.A.Crew ストリートダンス
国立木更津工業高等専門学校 吹奏楽部 吹奏楽
志学館高等部チアリーダー委員会 チアリーディング

所　　属 ジャンル
12　館山信用金庫 木更津支店

上総太鼓 和太鼓
神納神楽ばやし保存会 神楽囃子
カトレアフラダンスチーム フラダンス
坂戸市場神楽・囃子保存会 神楽囃子

所　　属 ジャンル
8　袖ケ浦アンダーパス応援会場

レッドサウンズ　 器楽演奏
木更津東高等学校　ダンス部 ヒップホップ・ジャズ
ドゥビ伊藤オーケストラ ジャズ・バンド
岡　秀年 弾語り

所　　属 ジャンル
14　JA木更津市・本店

カプア田中フラスタジオ フラダンス
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
きらきら八千代ダンスチーム ダンスパフォーマンス
木更津市立木更津第二中学校 吹奏楽部 

所　　属 ジャンル
15　写楽館



スタートから 1km 付近 国・地域の旗による応援（計 4 ヶ所）

新コース「袖ケ浦アンダーパス」 袖ケ浦市農畜産物直売所「ゆりの里」

木更津市ほたる野地区 木更津市清見台地区

子どもたちとのハイタッチがパワーに！ 横断幕・応援メガホンによる応援

約 36万人もの方々が応援に駆け付けてくれました！沿道応援②
Cheering
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マラソン男子優勝・川内 鮮輝選手（マラソン） 森田知事によるお出迎え（マラソン）

マラソン女子優勝・山口 遥選手（マラソン） 高校生による生演奏（マラソン）

車いすハーフマラソン優勝・鈴木朋樹選手（ハーフ） ハーフマラソン優勝・NATTAWUT INNUM 選手（ハーフ）

高校生による生演奏（ハーフ） ご当地キャラクター応援団による応援（ハーフ）
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フィニッシュ
Finish



表彰式　Ceremony

入賞者賞品等一覧　Awards

表彰状

時間：13:30 ～ 14:00
場所：メインイベントエリア特設ステージ

授与者： 森田知事、千葉真子 PR 大使、木更津市田中副市長、袖ケ浦市出口市長、 
千葉県農業協同組合中央会林会長、千葉漁業協同組合連合会勝山専務理事

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 各種目男女 1 位

表彰状 車いすハーフマラソン・ハーフマラソン男女 1 位
から 3 位、マラソン男女 1 位から 8 位（後日送付）

木更津市
うまくたの里・まるごと詰め合わせ 各種目男子 1 位から 3 位
きさポンぬいぐるみ（大） 各種目男子 1 位から 3 位

袖ケ浦市
袖ケ浦の農産物 各種目女子 1 位から 3 位
ガウラぬいぐるみ 各種目女子 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及びマラソン男子 1 位から 3 位
愛情いちばん！旬のフレッシュボックス ハーフマラソン男子 1 位から 3 位

千葉県漁業
協同組合連合会

手入れ海苔（焼きのり）10 帖 
化粧箱入り　　 車いすハーフマラソン女子 1 位、マラソン女子 1 位

天然あわび　海女の味噌焼き  2 個 車いすハーフマラソン女子 2 位、マラソン女子 2 位
手入れ海苔（焼きのり）5 帖化粧箱入り ハーフマラソン女子 1 位、マラソン女子 3 位
千葉ブランド水産物セット ハーフマラソン女子 2 位、3 位

イオン株式会社 ドリンクゼリー『ENERGY180』
マスカット味（24 個入り）1 箱 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

セレモニー手話通訳（左）
（千葉聴覚障害者センターより派遣）

月桂冠

メダル
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Victory Ceremony



入賞者　Winners

表彰式

車いすハーフマラソン入賞者

■マラソン表彰女子選手（上位８位）
順位 氏名 タイム 備考

第１位 山口　　遥 02:46’34” 招待選手
第２位 水清田有紀 02:55’42” アスリートランナー枠
第３位 坂本久美子 03:02’58” アスリートランナー枠
第４位 卯田絵美里 03:08’37” 地域振興枠
第５位 若山明日香 03:09’17” 地域振興枠
第６位 福島和可菜 03:10’06” ゲストランナー
第７位 益田　裕美 03:11’30” 地域振興枠
第８位 三橋　朋子 03:13’14” 地域振興枠

■ハーフマラソン表彰女子選手（上位３位）
順位 氏名 タイム 備考

第１位 森川　千明 01:19’32” 招待選手
第２位 松本　恭子 01:20’40” 地域振興枠
第３位 岡沢　由依 01:24’15” 地域振興枠

■車いすハーフマラソン表彰女子選手
順位 氏名 タイム 備考

第１位 土田和歌子 01:00’05” 招待選手

■マラソン表彰男子選手（上位８位）
順位 氏名 タイム 備考

第１位 川内　鮮輝 02:22’11” アスリートランナー枠
第２位 曽宮　　道 02:24’25” 地域振興枠
第３位 三野　貴史 02:29’58” 地域振興枠
第４位 梅田　航平 02:32’43” アスリートランナー枠
第５位 高橋　幸二 02:32’45” アスリートランナー枠
第６位 岡村　正広 02:36’59” 招待選手
第７位 吉延　毅朗 02:37’32” アスリートランナー枠
第８位 矢島　雄平 02:37’36” アスリートランナー枠

■ハーフマラソン表彰男子選手（上位３位）
順位 氏名 タイム 備考

第１位 NATTAWUT　INNUM 01:09’50” 海外交流選手
第２位 山崎　竹丸 01:10’18” 一般枠
第３位 畑上　　陸 01:10’59” 地域振興枠

■車いすハーフマラソン表彰男子選手
順位 氏名 タイム 備考

第１位 鈴木　朋樹 00:51’38” 招待選手

■団体戦（マラソン）表彰チーム
団体名 平均タイム

第 1 位 すぐる！ 03:16’24”
第 2 位 中袖 SRC 03:17’14”
第 3 位 チーム新舞子 03:29’14”
※参加数 281 組（1,033 人の参加）

■年代別１位　※招待選手は除く
種目 マラソン

男性 女性
10 代 高木　勇叶（千葉県）3:27'27" 須郷　未帆（千葉県）4:59'34"
20 代 川内　鮮輝（埼玉県）2:22'11" 水清田有紀（千葉県）2:55'42"　
30 代 曽宮　　道（静岡県）2:24'25" 坂本久美子（埼玉県）3:02'58"　
40 代 松本　　浩（千葉県）2:43'15"　益田　裕美（千葉県）3:11'30"
50 代 渡邉　一義（千葉県）2:51'27" 平川　裕子（千葉県）3:22'53"　
60 代 川村　　始（神奈川県）3:18'51" 松崎由美子（千葉県）4:12'06"
70 代 中川　哲雄（大阪府）4:07'54" 田中　千尋（千葉県）5:03'21"
80 代 田中　英文（千葉県）5:03'19"

種目 ハーフマラソン
男性 女性

10 代 深町　友一（東京都）1:33'50" 田中　　杏 （神奈川県）2:00'56"
20 代 NATTAWUT　INNUM（タイ王国）1:09'50" LINDA　JANTHACHIT （タイ王国）1:26'39"
30 代 河合　謙一（東京都）1:11'29"　岡沢　由衣（千葉県）1:24'15"
40 代 伊藤　育生（千葉県）1:12'03" 松本　恭子（千葉県）1:20'40"
50 代 坂本　健二（千葉県）1:26'44"　増田　愛子（東京都）1:39'06"
60 代 福山　道延（千葉県）1:33'48" 竹下　壽子（千葉県）1:57'00"　
70 代 朝岡　賢一（東京都）1:49'31" 平下貴美子（千葉県）2:35'05"

※入賞者のタイムはグロスタイム。但し、団体戦、年代別１位のタイムはネットタイム。
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