
赤レンガエリア

10kmフィニッシュエリア

スタートフィニッシュエリア

本牧小港エリア

本牧ふ頭エリア

D突堤エリア

根岸エリア

首都高磯子エリア

新杉田エリア

南部市場エリア

首都高本牧エリア

山下橋エリア

本牧市民公園エリア

( ) 内はエリア名を表記。救護所 給水所

第1/18給水所(赤レンガ)

スタート前給水所

フルフィニッシュ給水所

10kmフィニッシュ給水所

第13給水所(首都高本牧)

第16給水所 (本牧ふ頭 )

第14給水所(本牧ふ頭)

第4給水所(本牧市民公園)

第5給水所(根岸 )

第12給水所(首都高三渓園)

第11給水所 (首都高磯子 )

第6給水所(根岸)第10給水所 ( 首都高磯子 )

第9給水所 ( 首都高磯子 ) 第7給水所(新杉田)

第8給水所(南部市場)

第2給水所(山下橋)

第3/17給水所(本牧小港)

第15給水所(D突堤)

第7給水所(新杉田）

第1/16救護所(赤レンガ)
第2/15救護所(山下橋)

10kmフィニッシュ救護所

フィニッシュ救護所

第3/14救護所(本牧小港)

第4救護所(本牧市民公園)

第5救護所(根岸)

第6救護所(新杉田)

第7救護所(南部市場)

第9救護所(首都高三渓園)

第11/13救護所(本牧ふ頭)

第8救護所(首都高磯子)

第10救護所(首都高本牧)

第12救護所(D突堤)

スタート救護所
活動日
３月11日
（金）

３月1３日
（日）

横浜マラソン
２０１６
大会当日

横浜マラソンEXPO2016
（パシフィコ横浜）

  8：30～15：30（前半）
14：00～21：00（後半）

３月1２日
（土）

横浜マラソンEXPO2016
（パシフィコ横浜）

パシフィコ横浜展示ホールとその周辺のエリアが主な活動ポイント
内容：ランナー受付、誘導、総合案内、駅からパシフィコ横浜間の誘導など

  8：30～14：30（前半）
13：00～19：00（後半）

パシフィコ横浜展示ホールとその周辺のエリアが主な活動ポイント
内容：ランナー受付、誘導、総合案内、駅からパシフィコ横浜間の誘導など

  7：00～12：00（前半）
9：30～16：00（後半） 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など

  7：00～12：00（前半）
11：00～16：00（後半） 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など

  6：00～11：00（前半）
10：00～16：00（後半）

①駅からパシフィコ横浜までのエリアが主な活動ポイント
　内容：駅からパシフィコ横浜間ルートの案内誘導、案内表示、バス輸送等管理サポートなど

  6：00～11：00（前半）
10：00～16：00（後半）

②パシフィコ横浜内展示ホールが主な活動ポイント
    内容：手荷物管理（預かり・返却）、更衣室管理、誘導、総合案内、リタイア受入れなど

  6：00～10：30
③パシフィコ横浜からみなとみらい大橋スタートまでのエリアが
　主な活動ポイント
    内容：スタート誘導、スタート前給水など

  7：00～11：30
④みなとみらい大橋スタート地点からパシフィコ横浜までのコース上が
　主な活動ポイント
　 内容：コース監察誘導、距離表示など

8：30～16：00 ⑤臨港パーク内のフルマラソンフィニッシュエリアが主な活動ポイント
　内容：メダル渡し、タオル渡し、給水、計測器具回収、誘導など

7：30～11：00

活動エリア 活動時間（予定） 活動内容

スタート
フィニッシュエリア

10km
フィニッシュエリア

赤レンガエリア

山下橋エリア

本牧小港エリア
本牧市民公園エリア
根岸エリア
新杉田エリア
南部市場エリア
首都高磯子エリア
首都高三溪園エリア
首都高本牧エリア
本牧ふ頭エリア

D突堤エリア

全エリア救護

ボランティア活動日程・活動エリアボランティア活動エリアマップ

よくある質問

ボランティア活動イメージ

横浜マラソン2016公式サイトから、ボランティア申込み専用サイトで申込めます。
※原則としてインターネットによる申込みになるため、手紙、メール、FAX、電話などの受付は
　できませんが、インターネットの環境がない方は、ボランティア担当までご相談ください。

どのように申込めばいいですか？
活動内容は原則として事務局で決定しますので、ご希望はお受けできません。
ご希望をお受けできるのは活動エリア（一部エリアを除く）のみとなります。
定員に達したエリアから順次受付終了となりますので、受付中のエリアから活動希望を
選択してください。

活動内容を希望できますか？

動きやすい服装でお願いします。準備会でお渡しするボランティアウェア、ボランティアキャップ
などを必ず着用していただきます。天気予報などを事前に確認し、防寒対策（レインコート、
使い捨てカイロなどを含む）は、各自でご用意ください。ボランティア活動を明示するために、
ボランティアウェアを一番外側に着用してください。

活動当日はどのような服装で活動すればいいですか？

事前に開催されるボランティア活動の説明会です。
※本会ではボランティアウェア類のお渡し、マニュアルを用いての活動説明を行います。
　欠席された場合はボランティアにはご参加いただけません。
※車いすサポートボランティアを希望される方は、準備会の他「車いすサポート研修会」にもご
　参加いただきます（日程未定）。

「ボランティアメンバー準備会」「救護ボランティアメンバー準備会」とはどのようなものですか？

まず、各自で個人登録をした上で、代表者の方がボランティア申込み専用サイト上のマイ
ページからグループや団体の申込みをしていただきます。
※詳細はマイページをご覧ください。
※22人以上で参加をご希望の場合は、ボランティア担当までご連絡ください。

グループや団体の申込み方法はどのようになっていますか？

先着順となっていますので、申込み登録が完了した時点でボランティアに参加していただき
ます。2016年1月中に活動に関する詳細を「活動決定通知」にてお知らせします。
※配置の都合から、ご希望のエリア、活動内容とは異なる配置になる場合がありますので
　ご了承ください。

申込み登録が完了すれば、ボランティアに参加は決定ですか？

①山下ふ頭から山下公園周辺のコース上、山下公園が主な活動ポイント
　内容：コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど

②山下公園内と山下公園周辺が主な活動ポイント
　 内容：車いすサポート（別途、車いすサポート研修あり）

 7：00～11：30

8：00～11：30

 7：30～11：30 ③山下公園が主な活動ポイント
　 内容：メダル渡し、タオル渡し、給水、計測器具回収、総合案内、誘導など

給水、給食、コース監察誘導、距離表示など6：30～15：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど7：00～12：00

給水、給食、コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど7：30～12：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示など7：30～13：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど8：00～13：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示など7：00～14：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示など7：00～14：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示など7：00～14：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示など7：00～15：30

給水、給食、コース監察誘導、距離表示など7：00～15：30

沿道BLS隊（ランナーの観察、一次救命処置を含む）、救護所サポートなど6：00～16：30
（活動エリアにより異なります）

ＥＸＰＯ（ランナー受付） スタートフィニッシュ・計測器具回収 スタートフィニッシュ・手荷物管理 コース監察誘導の様子 給水所の様子 救護ボランティアスタッフ

⑥国際橋から臨港パークまでの2kmスタート・フィニッシュエリアと
　コース上が主な活動ポイント
　内容：車いすサポート（別途、車いすサポート研修あり）



http://www.yokohamamarathon.jp/2016/volunteer/

横浜を支える、世界をつなげる。

3月11日（金）
■ランナー受付

3月12日（土）
■ランナー受付

3月13日（日）
■大会当日活動日程 お申し込みは

大会公式サイトから→

募集開始 2015 年10月1日（木）

横浜マラソン2 016横浜マラソン2 016

ボランティア大集合ボランティア大集合
COME ON VOLUNTEERS!

先着順先着順
募集案内募集案内

横浜市スポーツ推進委員連絡協議会運営協力

協  賛 JX日鉱日石エネルギー株式会社（ENEOS）
株式会社ローソン、株式会社アマダホールディングス
日産自動車株式会社、ミズノ株式会社
株式会社横浜銀行、株式会社フォトクリエイト
株式会社杉孝、株式会社京三製作所、リスト株式会社
第一生命保険株式会社、カシオ計算機株式会社
株式会社ファンケル、東急グループ
株式会社エクシオジャパン、キリンビール株式会社
株式会社横浜岡田屋（モアーズ）
東日本電信電話株式会社、古河電池株式会社
富士ゼロックス株式会社
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社
富士通株式会社 神奈川支社、株式会社ありあけ
スポーツショップ GALLERY・２、フクダ電子株式会社
株式会社城山、株式会社野毛印刷社
カリフォルニア・レーズン協会、プライムケア東京株式会社

協  力 日産グローバル本社、相鉄グループ
京浜急行電鉄株式会社、横浜高速鉄道株式会社
株式会社横浜シーサイドライン、横浜市交通局

文部科学省、観光庁、（公財）日本体育協会、朝日新聞社後  援  （予定）

スタート時刻・フィニッシュ時刻・制限時間

スタート時刻 フィニッシュ時刻 制限時間

8:30 15:00 6時間30分フルマラソン
8:30 10:00 1時間30分10ｋｍ
8:25 9:10 45分10ｋｍ（車いす)
9:30 10:10 40分2ｋｍ(車いす)

ボランティア募集要項
2016年3月11日（金）　ランナー受付など
2016年3月12日（土）　ランナー受付など　
2016年3月13日（日）　給水所、コース監察誘導、救護、会場誘導など

1. 個人
2. グループ （2人～10人で同じ活動を希望される方）
3. 団体 （11人～21人で同じ活動を希望される方）
● 大会公式サイトで受付けます。
●団体申込みの場合は、代表者を選出していただき、下記リーダー研修会・
　説明会に必ず参加してください。なお、22人以上で参加をご希望の
　場合は下記問合せ先までご連絡ください。
≫リーダー研修会・説明会 1月17日（日）10時～17時（3～4時間の予定）
　場所：横浜市開港記念会館

1.【救護】1997年（平成9年）４月1日以前生まれの方
　【救護以外】2000年（平成12年）4月1日以前生まれの方（中学生を除く）
　（一部地元中学校など団体参加での例外あり）
　（未成年の方は保護者の同意を得てお申込みください）
2.日本語以外を母国語とされる方は、日本語の日常会話に支障がなく、
　日本語の読み書きができること。
3.活動日に、指定された場所・時間に集合できる方。
4.事前に開催される事務局の指定する「準備会」に必ず参加できる方。
5.【救護】救命救急講習受講者または、看護師、救急救命士等の有資格者
　であること。

活動日

応募形態

応募資格

10月1日(木)～11月18日(水)
【先着順】応募者多数の場合は終了前に締め切らせていただきます。

約7,400名  ・メンバー 約6,800人(含む救護ボランティア約500人)
　　　　　 ・リーダー    約600人
※配置は経験により調整させていただきます。

応募期間

募集定員

ボランティアウェア、ボランティアキャップ、活動マニュアルなど。
・活動日数にかかわらず、お一人様一組となります。
・交通費、食事などの支給はありません。
・配付物は予告なく変更となる場合があります。

大会公式サイトからの申込み
http://www.yokohamamarathon.jp/2016/volunteer/
※原則としては手紙、はがき、FAX、メール、電話などによる受付はできませんが、
　インターネットの環境がない方は、下記問合せ先までご相談ください。

配付物

申込方法

■活動エリア、活動内容は事務局で決定するため、ご希望があってもお受けできません。
　どの活動エリア・内容になっても、活動できること（遅刻、早退はできません）
■募集期間内であっても、募集定員に達した場合は受付を終了します。
■募集要項に関し、予告なく一部変更する場合がありますので予めご了承ください。
■大会に関する情報は随時、大会公式サイトにてお知らせいたします。
■ランナー当選など、やむを得ない事情により申込みをキャンセルされる場合は、
　ボランティア担当まで必ず連絡ください。
■ボランティアウェア類を受け取り後、やむを得ない事情により活動を欠席された場合は、
　ボランティアウェア類一式を事務局まで返却していただく場合があります。その際の費用はご自身
　でご負担いただきます。
■大会での活動および、ボランティア研修会・説明会、ボランティアメンバー準備会などに参加する
　ための交通手段、経路の確認や宿泊が必要な場合の手配はご自身で行ってください。
■既往症などにより、活動に不安がある場合は、主治医など医師に相談の上お申込みください。
■活動中に持ち物を置く場所の用意はありませんので、貴重品などには充分注意してください。
　盗難・紛失について事務局では一切の責任を負いかねます。

注意事項
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。提出された情報は、
以下の目的に利用いたします。

(1)横浜マラソン関連情報の通知。
(2)次回募集時の案内。
(3)主催者からの記載内容に関する確認の連絡。
(4)傷害保険加入のためにこの情報を保険会社に提出すること。
(5)ボランティア活動を円滑に行うことを目的とするアンケートやレポートの作成依頼。
(6)主催者が運営協力をする他のスポーツイベントの案内・通知。

なお、氏名・年齢・住所（国名、都道府県名または市区町村名）・性別・肖像等の個人情報が、大会の
映像・写真・記事・記録等によって、新聞・テレビ・雑誌・インターネット・パンフレット等に報道・
掲載・利用されることがあります。また、その掲載権・使用権は主催者に属します。

個人情報の取り扱いついて

【横浜マラソン組織委員会事務局 ボランティア担当】
〒231-0015　神奈川県横浜市中区尾上町6-81　ニッセイ横浜尾上町ビル内
メール：volunteer@yokohamamarathon.jp

TEL:045-222-4888
【受付時間：平日 午前9時半～午後5時 /土・日・祝日は休み】

大会プロデューサー 坂本雄次

横浜マラソン組織委員会主  催

横浜市陸上競技協会主  管

2016年（平成28年）3月13日（日）開催日時

パシフィコ横浜メイン会場

種目・募集人数 ◆フルマラソン（42.195km）：　  23,950人
◆10km： 　　　　　　  1,000人
◆10km(車いす)：  　　　　　　 　  30人
◆2km(車いす)：  　　　　　　　　 20人

横浜マラソン2016

申込から当日までの流れ申込から当日までの流れ

3月11日（金） 横浜マラソンEXPO2016
      12日（土） 横浜マラソンEXPO2016
      13日（日） 横浜マラソン2016

2015年
10月1日（木） 申込受付 開始
11月18日（水) 申込受付 終了

【先着順】応募者多数の場合は終了前に締め切らせていただきます。

2月6日（土)
（予定）

  2月7日（日）
（予定）

23日（火)
夜（予定）
24日（水)
夜（予定）

2月20日（土)
  21日（日)

【活動説明とボランティアウェア等の受け取り】
・開催予定日のうち事務局の指定するいずれか1日に参加
  心肺蘇生法の講習を実施しますので、動きやすい服装で参加 
　してください。
・代理人の参加はできません。

場所：横浜市開港記念会館
救護ボランティアメンバー準備会

【活動説明とボランティアウェア等の受け取り】
・開催予定日のうち事務局の指定するどちらか1日に参加
・グループの場合もメンバー全員の参加が必要です。
・団体の場合は代表者（リーダー）のみの参加も可能ですが、
大会当日までに団体メンバーに事前説明およびボランティア
　ウェア等の配付を行っていただきます。
・代理人の参加はできません。
・他のスポーツイベント等のボランティア活動と重なる場合には、
　ボランティア担当にご相談ください。
・ランナー受付の準備会については、別途ご案内する予定です。

場所：NISSANホール
ボランティアメンバー準備会

2016年
1月中旬予定 活動決定通知（参加案内） 発送

活動内容、お越しいただく準備会の詳細をご案内します。
※配置の都合から、ご希望のエリア、活動内容とは異なる配置になる
　場合がありますので、ご了承ください。


