
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。昨年は多く

の参加者に支えられ、大きな事故もなく大会が行わ

れたことに感謝申し上げます。

さて、よこはま月例マラソンは今年で31年目を数

えます。参加者も大幅に増えました。マラソンブー

ムの再来か、東京マラソンから始まった大会は全国

各地の都市で新たなマラソン大会が始まりました。

スポーツ連盟の月例マラソンはスポンサーも無く、

役員とそれを支えるボランティアが中心の運営です。

安全と健康マラソンを第一に今年も怪我や事故の

ない運営をめざし今年一年頑張ります。（康）

◎2012年お正月（371回）お楽しみ記念大会◎
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

種目別（１ｋｍは総合）・年代別・性別の優勝者

を表彰いたします。結果は速報値に依ります。

広場中央の表彰コーナーで記念品をお渡しします。

（受け取りは当日に限ります）

●運営委員会からのお願い●
１．骨折事故が発生しました

先月の３ｋｍのスタート直後に転倒事故が発生し、

小学生が腕を骨折するという重大事故になりました。

安全第一、健康第一の月例マラソンでは初めての事

故です。スタート時は勿論ですが、コース上でも十

分注意し、事故のない月例にしていただきたいと思

います。改めてみなさまのご協力をお願いします。

２．歩道やコースでの練習について

毎月一般の方から苦情が寄せられます。先月は障

害者の方からきつい苦情がありました。コースは貸

切ではありません。十分に注意願います。

３．２０ｋレースに参加される方にお願い

①リストバンドの方は、20km表示のゼッケンを前か

ら見える場所につける。（レース終了後返却のこと）

②バーコードが名札の方は名札に緑色のカードを差

込み、安全ピンは深く差し込むこと。（カードが裏

返しにならないようにしてください）

③途中棄権は記録を取りません。（10km地点での棄

権はゴール手前で公園の中に入ること）

毎月第３日曜日・午前８時 40分スタート

種 目 １ km ３ km ５ km 10km 20km（ 20kmは 6～ 9月お休み）

受付時間 現地にて午前 7時 50分から 10時まで受付。＜棄権の受付も 10時までです＞

スタート 1km-A/8:40 1km-B/8:50 1km-C/9:00 5km/9:15

20km/9:50 10Km/9:55 3km/10:00 (スタート時間はあくまで目安です )

参 加 費 初参加は 1500円 （２回目から大人 1000円・中学生以下は 500円）

記録表彰 希望者に記録証（速報を掲示） 翌月掲示版にて発表

ホームページにて全記録を発表します

連 続 賞 10,20.30.50.75.100回 (100回で振り出し） (通算は 20回 ,80回）

次回は第 372回 2012年2月19日

＜eメール＞yogogetsu@yg.qee.jp ＜ＨＰ＞ http://yg.qee.jp/



2008～2011年歴代1位
№ 氏　名 年令 タイム 種目 大会回 年月
5299 湯浅　嘉仁 28 2:38 1K 第347回 2010年1月
7134 大杉　健司 30 8:14 3K 第359回 2011年1月
3409 金箱　浩史 21 32:26 10K 第370回 2011年12月
7138 加納　裕佑 28 1:06:42 20K 第370回 2011年12月
4535 野村　佳史 28 15:37 5K 第332回 2008年10月

*連続75回参加賞 別製ランニング

Ｎｏ．2442 吉川 隼人(10)

Ｎｏ．2340 吉川 和也(42)

*連続30回参加賞 クリスタル楯

Ｎｏ．5313 渡辺 均(59)

Ｎｏ．5166 鎌形 啓介(46)

*連続20回参加賞 四つ切パネル写真

Ｎｏ．6642 秋元 秀行(43)

Ｎｏ．6653 大舟 友彦(32)

Ｎｏ．6677 勝俣 剛(42)

Ｎｏ．6678 勝俣 真大(7)

Ｎｏ．6679 中西 正明(46)

Ｎｏ．6684 浅沼 希美(7)

Ｎｏ．6689 加藤 高志(36)

Ｎｏ．6716 藤岡 知那(10)

Ｎｏ．6726 佐藤 光昭(57)

Ｎｏ．6741 矢部 純一(48)

Ｎｏ．6005 藤岡 紗耶(8)

Ｎｏ．1514 池田 幸夫(46)

Ｎｏ．2450 小口 俊次(45)

Ｎｏ．725 佐藤 末吉(68)

Ｎｏ．475 小西 康生(63)

*連続10回参加賞 ランニング

Ｎｏ．8150 瀬川 牧(39)

Ｎｏ．8153 佐藤 則夫(46)

Ｎｏ．8154 秋山充二郎(40)

Ｎｏ．8163 原 千尋(7)

Ｎｏ．8165 田中 陽久(42)

Ｎｏ．8172 石黒 希海(7)

Ｎｏ．8173 石黒 紀之(40)

Ｎｏ．8178 山口 遥大(10)

Ｎｏ．8182 小野寺加奈(33)

Ｎｏ．8187 井町 由佳(4)

Ｎｏ．8188 井町 弘樹(7)

Ｎｏ．8189 井町 祐太(9)

Ｎｏ．8192 上田 康夫(43)

Ｎｏ．8195 中村 信彦(38)

Ｎｏ．8207 北澤 友美(21)

Ｎｏ．8212 山口 耕司(35)

Ｎｏ．8233 金田 唯花(6)

Ｎｏ．8243 山本 祐一(52)

Ｎｏ．8268 佐竹 知夏(11)

Ｎｏ．8270 佐竹 大和(6)

Ｎｏ．8282 米島 幹雄(44)

Ｎｏ．8300 原田 彩(39)

Ｎｏ．8302 長谷川由美(46)

Ｎｏ．8306 小山 亨二(45)

Ｎｏ．8307 小山 裕大(9)

Ｎｏ．8312 三浦七三生(43)

Ｎｏ．8318 土屋 善久(39)

Ｎｏ．8324 重住久美子(44)

Ｎｏ．7281 加賀谷一男(74)

Ｎｏ．6903 大河原 博(46)

*通算20回参加賞 ランニング

Ｎｏ．942 立見 政昭（61）

Ｎｏ．4715 横山伊都子（52）

Ｎｏ．4562 米山 裕昭（40）

Ｎｏ．5879 馬渕 雅史（44）

◎連続と通算は重複しません

第371回 マイロード 2012年１月15日 （2）

＊＊＊ 今月の表彰 ＊＊＊

今月の１ｋｍＡ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）の仕分

Ａ＝7，０００以下
Ｂ＝８，５００以下

Ｃ＝８，５００以上
※１ｋの重複参加は禁止です。小さい子供さんも走っ

ています。安全のためにご協力お願いします。

第３７０回の参加者

実 数 1,394人
初参加（大人） 189人
初参加（中学以下） 247人
棄権 93人
１ｋｍ（A) 142人
１ｋｍ（B） 149人
１ｋｍ（C) 224人
３ｋｍ 192人
５ｋｍ 425人
10ｋｍ 369人
20ｋｍ 337人
延べ参加者数 1,838人
2011年累計 13,840人
前年同期 13,932人

気象データー

（横浜気象台10時）

天気＝晴れ

気温＝6.6℃

湿度＝50％

風向＝北北西

風速＝1.0ｍ

現地＝4.0℃


