
年月日 項  目 概要等［開催場所］
2017

7/20 ｢ちばアクアラインマラソン実行委員会｣第9回総会 平成28年度事業報告・収支決算承認
基本計画、平成29年度事業計画・予算決定 ［京成ホテルミラマーレ（千葉市）］

9/20 完走賞（メダル）デザイン募集開始 2017年11月20日まで公募
最優秀者1名（1グループ）の作品を採用　応募総数137点

10/25 ｢ちばアクアラインマラソン実行委員会｣第10回総会 大会要項決定、千葉真子PR大使・新たな取組発表 ［京成ホテルミラマーレ（千葉市）］

10/26 大会公式ホームページの開設、Facebook 更新再開、Instagram・
LINE@ 開設

12/ 1 一般ボランティア募集開始 ～ 2018年5月1日まで
12/17 2017台北マラソン 視察期間（12/15～ 12/18）　大会PR［大会会場（台湾・台北市）］
12/17 アクアライン開通20周年記念イベント 大会PR、ランニングクリニックPR ［海ほたるPA（木更津市）］
12/29

～2018/1/16 完走賞（メダル）デザイン一般投票 公募デザインの中から選ばれた6デザインについて
LINE@で一般投票を実施（投票総数877票）

2018
1/12～1/16 全国ご当地マラソン2018 ランナー募集PR、AR&VR体験

［東京ドーム（東京都文京区）］

1/21 第1回公式ランニングクリニック ランニングクリニック、出走権抽選会 
［千葉県総合スポーツセンター陸上競技場（千葉市）］

1/21 第42回サンスポ千葉マリンマラソン ランナー募集PR［大会会場（千葉市）］
1/28 第38回館山若潮マラソン ランナー募集PR［大会会場（館山市）］

2/13 ｢ちばアクアラインマラソン実行委員会｣第11回総会 募集要項、平成30年度事業計画・予算決定
藤森慎吾PR大使・完走賞メダルデザイン発表 ［京成ホテルミラマーレ（千葉市）］

2/22～2/24 東京マラソンEXPO 2018 ランナー募集PR
［東京ビッグサイト（東京都江東区）］

2/25 2018高雄国際マラソン 視察期間（2/23～ 2/27）　大会PR、桃園市政府体育局打合せ
［大会会場（台湾・高雄市）、市政府（台湾・桃園市）］

3/ 4 第40回千葉県民マラソン ランナー募集PR［大会会場（富津市）］

3/12 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 
（合計30名募集）

3/15 地元4市ふるさと納税枠募集開始 各自治体（木更津市、袖ケ浦市、君津市、富津市）23名ずつ、計92名募集

3/18 第2回公式ランニングクリニック ランニングクリニック、出走権抽選会
［青葉の森スポーツプラザ陸上競技場（千葉市）］

3/18 2018板橋Cityマラソン ランナー募集PR［大会会場（東京都板橋区）］
3/25 第37回佐倉朝日健康マラソン ランナー募集PR［大会会場（佐倉市）］

4/13 ランナーエントリー　開始 一般枠、アスリートランナー枠、パラ・スポーツ枠、特別チャリティ枠、外国人ランナ
ー枠、宿泊プラン枠、千葉県スポーツ振興基金枠のエントリー開始

4/15 かすみがうらマラソン兼国際盲人マラソン2018 ランナー募集PR［大会会場（茨城県土浦市）］

4/29 千葉の魅力いっぱい!
ちばアクアラインマラソン２０１８PRイベント

ランナー募集PR、出走権抽選会、各種ステージ・ブース展開
［JPタワー KITTE （東京都千代田区）］

5/ 2 アスリートランナー　当選発表

5/3～5/5 幕張メッセ“どきどき”フリーマーケット2018 ランナー募集PR
［幕張メッセ（千葉市）］

5/ 6 第3回公式ランニングクリニック ランニングクリニック、出走権抽選会
［千葉県総合スポーツセンター陸上競技場（千葉市）］

6/ 1 一般枠ランナー　当選発表
6/26 一般枠ランナー　追加当選発表

6/30～7/1 千葉がいちばん!千葉県産フェア 大会PR、出走権抽選会
［イオンモール津田沼（習志野市）］

7/14 開催まであと100日!ちばアクアラインマラソン２０１８
みんなde応援GOGOイベント

ボビー・オロゴンPR大使就任式、大会PR、出走権抽選会、各種ステージ・ブース展開
［三井アウトレットパーク木更津（木更津市）］

7/23 一般枠ランナー　追加当選発表
8/30～10/1 県職員説明会 8/30.31、9/3.7.21.25.27.28、10/1 会場：千葉県教育会館・千葉県庁

9/12 ｢ちばアクアラインマラソン実行委員会｣第12回総会 平成29年度事業報告・収支決算承認
招待選手、ゲストランナー発表 ［京成ホテルミラマーレ（千葉市）］

9/23
10/ 7 一般公募ボランティア説明会 9/23　千葉県教育会館　10:00から

10/7　木更津市民体育館　14:00から

10/20 いよいよ明日開催!ちばアクアラインマラソンン２０１８
みんなde応援フェスタ!

大会PR、各種ステージ・ブース展開
［イオンモール木更津（木更津市）］

10/20 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･タイ王国招待選手紹介、
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）］

10/20 ちばアクアラインマラソン２０１８開催前夜パーティー カーボローディング食の提供、ゲストによるトーク、ステージ
［グランポート木更津（木更津市）］

10/21 ちばアクアラインマラソン２０１８ 大会当日

〈各専門委員会の開催〉
■企画調整委員会（2017.6/20、10/19、2018.2/6、8/21）
■競技運営委員会（2017.10/3、2018.1/25、5/22、8/17、12/11）
■救護委員会（2017.10/27、2018.2/2、6/8、8/3、12/20）

〈各会場会議の開催〉
■メイン会場会議（2018.5/29、6/19、7/10、7/31、8/28、9/18、11/26）
■ハ―フ会場会議（2018.5/24、6/28、7/26、8/23、9/20、11/26）
■アクアライン橋梁部会議（2018.5/31、7/26、8/7、9/5、10/4、11/15）

〈関係機関・団体との協議（主なもの）〉
■道路関係者（ 国土交通省、東日本高速道路（株）、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
■ 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、航空自衛隊への協力依頼、海上自衛隊との協議
■ 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
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第９回総会
日　　時：2017 年 7 月 20 日（木）
場　　所：京成ホテルミラマーレ
主な内容：
　①基本計画の決定（大会名称、大会オフィシャルロゴ等）
　②平成 28 年度事業報告及び収支決算承認
　③平成 29 年度事業計画及び予算の決定

第 10 回総会
日　　時：2017 年 10 月 25 日（水）
場　　所：京成ホテルミラマーレ
主な内容：
　①大会要項の決定
　② PR 大使（千葉真子さん）決定
　③ 2018 大会の新たな取組み

第 11 回総会
日　　時：2018 年 2 月 13 日（火）
場　　所：京成ホテルミラマーレ
主な内容：
　①募集要項の決定
　② PR 大使（藤森慎吾さん）決定
　③平成 30 年度事業計画及び予算の決定

第 12 回総会
日　　時：2018 年 9 月 12 日（水）
場　　所：京成ホテルミラマーレ
主な内容：
　①招待選手・ゲストランナー等の発表
　② 2016 大会との相違点・改善点
　③平成 29 年度事業報告及び収支決算承認
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2018年９月12日現在
（ 敬称略・順不同 ）

職 氏　名
会　長 森　田　健　作 千葉県知事

副会長
渡　辺　芳　邦 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会長（木更津市長）
宇　野　　　裕 （一財）千葉陸上競技協会会長
澤　川　和　宏 千葉県教育委員会教育長

委　員

茂　呂　　　剛 千葉県議会文教常任委員会委員長
大　野　敬　三 （公財）千葉県体育協会理事長
浜　田　穂　積 千葉県スポーツ推進委員連合会会長
小　出　義　雄 学識経験者（佐倉アスリート倶楽部（株）代表取締役）
金　　　哲　彦 学識経験者（ＮＰＯ法人ニッポンランナーズ理事長）
増　田　明　美 学識経験者（大阪芸術大学教授）
前　河　洋　一 学識経験者（国際武道大学教授）
石　井　俊　昭 （一社）千葉県商工会議所連合会会長
和　泉　善　久 千葉県商工会連合会会長
平　　　栄　三 千葉県中小企業団体中央会会長
小野澤　康　夫 （一社）千葉県経済協議会会長
小　島　信　夫 （一社）千葉県経営者協会会長
佐久間　英　利 千葉県経済同友会代表幹事
飯　沼　喜市郎 （公社）千葉県観光物産協会会長
林　　　茂　壽 千葉県農業協同組合中央会会長
坂　本　雅　信 千葉県漁業協同組合連合会代表理事会長
齋　藤　　　隆 （一社）千葉県バス協会会長
山　田　耕　司 （一社）千葉県タクシー協会会長
西　田　直　人 東日本旅客鉄道（株）千葉支社長
入　江　康　文 （公社）千葉県医師会会長
寺　口　惠　子 （公社）千葉県看護協会会長
髙　橋　知　道 東日本高速道路（株）関東支社長
大　澤　克之助 （株）千葉日報社代表取締役社長 
篠　塚　　　泉 千葉テレビ放送（株）代表取締役社長 
久　保　　　健 （株）ベイエフエム代表取締役社長　　
出　口　　　清 袖ケ浦市長
高　橋　恭　市 富津市長
鈴　木　洋　邦 君津市長
金　丸　謙　一 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副会長（館山市長）
小　出　譲　治 中房総観光推進ネットワーク協議会会長（市原市長）
小　塚　正　和 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長
八　尾　光　洋 国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所長
今　泉　光　幸 千葉県総合企画部長
横　山　正　博 千葉県健康福祉部長
吉　田　和　彦 千葉県商工労働部長
半　田　徹　也 千葉県農林水産部長
河　南　正　幸 千葉県県土整備部長
大　木　　　実 千葉県教育庁教育次長

監　事
亀　田　郁　夫 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監事（鴨川市長）
岩　澤　好　宏 千葉県会計管理者
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ちばアクアラインマラソン２０１８　募集要項
１　大会名称
　　ちばアクアラインマラソン２０１８（英語名　CHIBA AQUALINE MARATHON　2018）

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、公益財団法人千葉県医師会、公益財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　テレビ放映
　　チバテレ、日本テレビ

９　日程
　　平成30年（2018年）10月21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）
 11：00　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。

10　種目・定員・制限時間

　　※今回、マラソン種目にて「団体戦」を導入します。複数名（3～6人）の団体戦エントリーをした方が対象です。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。
　　　チーム名を付けることができます。上位3チームは表彰の対象となります。（「15 表彰」の項参照。）

11　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。

12　参加資格
　　（１）平成12年（2000年）4月1日以前に生まれた方で、マラソンは5時間40分、ハーフマラソンは2時間50分、車いすハーフマラソンは1時間程度までに完走できる方。
　　（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。

1３　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

1４　チャリティ
　　社会貢献として、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。
　　　　②特別チャリティ枠（先着20名）………10万円を寄付することにより（申込時に特別チャリティ枠を選択）、無償出走権が付与されます。
　　（２）寄付先
　　　　集まった寄付金から、必要経費を除いた金額を下記の寄付先へ均等に寄付します。
　　　　①日本赤十字社千葉県支部、②公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、③公益財団法人全国高等学校体育連盟（2020インターハイ特別基金）
　　　　 ※ 参加された方には「大会オリジナルシリコンバンド」をナンバーカードとともにお渡しします。ペア及び団体戦エントリーでランナーチャリティを希望する場合は、グループ全員での参加となり

ます。特別チャリティ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。以上の内容に同意の上、お申込みください。

1５　表彰
　　（１）マラソン
　　　　①男女各１位～８位を表彰します。
　　　　②年齢別１歳刻みの男女各１位を表彰します。
　　　　③団体戦１位～３位まで表彰します。
　　（２）ハーフマラソン
　　　　男女各１位～３位を表彰します。
　　　　年齢別１歳刻みの男女各１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（団体戦を除く。）・ハーフマラソン・車いすハーフマラソンの男女各１～３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。

1６　競技規則
　　（１）2018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。

17　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。

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（21.0975km) 1時間5分(スタート号砲から)

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 11：20 10：21
２ 海ほたる 13.9km 12：05 10：38
３ アクアライン橋梁部 16.5km 12：27 10：47
４ アクアライン出口交差点 19.3km 12：50 10：55 11：53（10：52）
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　　 ● 関門の場所については、変更する場合があります。

18　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。

　　 ● 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。

19　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」を確認してくだ

さい。

20　「一般枠」の募集期間及び申込区分等
　　（１）募集期間
　　　　平成30年（2018年）4月13日（金）正午から5月8日（火）午後5時まで
　　（２）申込区分
　　　　「12　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
　　　　　（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
　　　　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≫スポーツイベントサイト「スポーツエントリー（SPORTS ENTRY）」（URL:https://www.sportsentry.ne.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の方の登録情報を予め確認の上、申込みを行ってください。
　　　　 ●  全員同一種目での申込みとなります。
　　　　 ●  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。
　　　　 ●  抽選となった場合、抽選結果は代表者の方がスポーツエントリーのマイページ＜エントリー状況確認＞にてご確認ください。（発表：平成30年（2018年）6月1日以降（予定））
　　　　 ●  ペア及び団体戦エントリーについては、日本語サイトのみでの申込みとなります。
　　（４）参加者の決定
　　　　 ●  申込み多数の場合は抽選で参加者を決定します。
　　　　 ●  抽選となった場合、抽選結果はスポーツエントリーの「マイページ＜エントリー状況確認＞」にてご確認ください。（発表：平成30年（2018年）6月1日以降（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

21　「特別枠」の内容、定員及び募集期間

　　 ●  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。

22　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。下記URLから申込みを行ってください。
　　　　※先着締切となる種目もありますので、事前にスポーツエントリーの申込サイトに利用者登録を済ませておくことをお勧めします。

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 39.2km

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　

枠の名称 対象・内容等 定員 募集期間(2018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ランナーが対象です。
【対象期間】2016年10月23日～ 2018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データ（JPEG等）の添付が必要となり

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。

500人
（抽選） 4月13日(金)正午～ 4月17日(火)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。

20人(先着順)
マラソン 10人
ハーフ 10人

4月13日(金)正午～ 5月8日(火)午後5時

③特別チャリティ枠 10万円を寄付することにより、出走権が付与されます。（参加料含） 20人(先着順) 4月13日(金)正午～ 6月8日(金)午後5時
④外国人ランナー枠 外国籍の方が対象です。 350人(先着順) 4月13日(金)正午～ 5月8日(火)午後5時

⑤宿泊プラン枠 宿泊希望の参加者のために、出走権と千葉県内宿泊施設の宿泊代金をセッ トしたプランです。
（参加料含）

1,000人
（先着） ※募集機関等が別途設定します。

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
円以上の寄付をしていただいた方が対象です。(参加料は別途必要)

92人
各市23人(先着順)

※募集機関等が別途設定します。
（3月15日(木)正午～ 3月30日(金)午後5時）

⑦千葉県スポーツ振興基金枠 千葉県スポーツ振興基金に5万円を寄付することにより出走権が付与されます。(参加料含) 20人
(先着順)

※募集機関等が別途設定します。
（4月13日(金)正午～ 6月8日(金)午後5時）

⑧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 ※募集機関等が別途設定します。

⑨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(岩手県、宮城県、福島県)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 ※募集機関等が別途設定します。

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）

ハーフマラソンフィニッシュ（牛込海岸） 21.0975km 13：10 11：00 12：10（11：00）
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 12：44
７ 十日市場交差点先 32.0km 14：34 13：36
８ 君津学園先交差点 36.6km 15：11 14：14
９ ＪＡ木更津市本店 39.2km 15：32 14：35

マラソンフィニッシュ（旧木更津市役所） 42.195km 16：00 15：00
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　　　　（一般枠）

　　　　（特別枠）

　　　　※宿泊プラン枠・地元４市ふるさと納税枠・千葉県スポーツ振興基金枠・地域振興枠・震災復興支援枠については、下記記載の各募集機関にお問い合わせ下さい｡
　　　　＜お問い合わせ先＞

　　（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。

2３　申込みから大会参加までの流れ
　　（１）申込み開始　　　　平成30年（2018年）4月13日（金）正午
　　（２）申込み締切　　　　平成30年（2018年）5月8日（火）午後5時
　　　　　　　　　　　　　※アスリートランナー枠　平成30年（2018年）4月17日（火）午後5時
　　　　　　　　　　　　　※特別チャリティ枠　　　平成30年（2018年）6月8日（金）午後5時
　　（３）抽選結果発表　　　平成30年（2018年）6月1日（金）以降（予定）
　　　　　　　　　　　　　抽選結果については、スポーツエントリーのマイページ<エントリー状況確認>でご確認ください。なお、当選者には入金案内メールのお知らせをします。
　　（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月上旬に大会公式サイトへの掲載を予定しています。
　　（６）参加者受付　　　　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。
　　　　　　　　　　　　　※海外からの参加者に限り、当日受付を行います。
　　（７）大会当日　　　　　平成30年（2018年）10月21日（日）

2４　海外交流について
　　完走者の中から、海外マラソン交流大会（台北マラソン、高雄国際マラソン）への若干名の派遣を予定しています。

2５　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。

2６　お申込み規約・お申込みに関する注意事項
　　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（申込み）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、各お問い合わ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場合は、一般枠及び特別枠①～③についてはスポーツエントリーのマイページ＜エントリー状況確認＞より、それ以外については各お申込み先へご連絡く

ださい。
　　（９） 募集期間終了後の申込登録内容の変更、団体戦エントリーの参加人数の変更、キャンセルはできません。申込登録内容に問題がある場合のみ、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（平成30年（2018年）6月1日以降（予定））
　　　　①スポーツエントリーのマイページ＜エントリー状況確認＞よりご確認ください。なお、当選者には、平成30年（2018年）6月1日以降に、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％）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。
　　　　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なります。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）

27　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、フィニッシュ会場へ搬送し、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）三井アウトレットパーク木更津への移動は、周辺の交通規制解除（13：30頃予定）後に可能となります。
　　（９）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。

28　大会に関するお問い合わせ先
　　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

番号 申込種目 募集期間 ＵＲＬ
ア 一般枠（日本語）　抽選 平成30年（2018年）4月13日（金）～ 5月8日（火） http://spoen.net/73202

番号 申込種目 募集期間 ＵＲＬ
イ アスリートランナー枠　抽選 平成30年（2018年）4月13日（金）～ 4月17日（火） http://spoen.net/73201
ウ パラ・スポーツ枠　先着 平成30年（2018年）4月13日（金）～ 5月8日（火） http://spoen.net/73203
エ 特別チャリティ枠　先着 平成30年（2018年）4月13日（金）～ 6月8日（金） http://spoen.net/73203

≪上記ア・イ・ウ・エの申込方法に関するお問い合わせ先（日本語対応）≫
スポーツエントリーカスタマーサポートセンター

TEL:0570-550-846　※音声ガイダンスのあと［2］を押してください。受付時間：平日10:00~17:30（土日祝日を除く）URL：https://www.sportsentry.ne.jp/inquiry
オ 外国人ランナー枠（英語）　先着 平成30年（2018年）4月13日（金）～ 5月8日（火） https://jtbsports.jp/en/events/events-detail.php?id=6257
カ 外国人ランナー枠（繁体字）　先着 平成30年（2018年）4月13日（金）～ 5月8日（火） https://jtbsports.jp/tc/events/events-detail.php?id=6257
キ 外国人ランナー枠（簡体字）　先着 平成30年（2018年）4月13日（金）～ 5月8日（火） https://jtbsports.jp/cn/events/events-detail.php?id=6257

≪上記オ・カ・キの申込方法に関するお問い合わせ先（外国語対応）≫
㈱JTB西日本 MICE事業部（JTBスポーツステーション内）

TEL:06-6252-4009　受付時間：平日9:30~17:30（土日祝日を除く）URL:https://jtbsports.jp/contact/contact-ins.php

特別枠の名称 問合せ機関名 問合せ番号 問合せ時間
宿泊プラン枠 詳細が決定次第お知らせします。

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

千葉県スポーツ振興基金枠 公益財団法人千葉県教育振興財団 043-422-8811 平日 9:00 ～ 17:00
地域振興枠 千葉県内マラソン大会主催者・市町村等

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
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