
【１ｋｍ（B) 写真／伊藤博】

安全第一・ランニングマナーを大切に！！
マラソンコースは貸切ではありません。一般の通行

が優先されます。左側通行を守って、安全で事故のな

い月例マラソンをお願いします。接触事項等が起きた

場合は必ず、本部役員か観察の役員に連絡をお願いし

ます。

やっと暑い季節が終わり、今月から２０㎞が再開し

ます。２０㎞に参加される方は次のことを必ず守って

下さい。（バーコードの仕様によって違う）

◆名札の場合は緑色のカードを差し込む。

◆リストバンドの場合は20㎞表示のゼッケンを着ける。

◆緑のカード入り名札、20㎞ゼッケンは必ず正面から

見える所に着けること。

※途中棄権は記録は取りません。ゴール手前で公園に

入って下さい。

県有施設全廃方針に神奈川連盟が意見書
新日本スポーツ連盟神奈川県連盟が「県有施設全廃

方針」を打ち出した黒岩知事に対して意見書を提出し

ました。その趣旨を下記します。

＜県有施設全廃方針に関して＞

１）「県緊急財政対策本部調査会」の答申という形で打

ち出した「県有施設の原則全廃」方針は、そのやり方か

らしてまったく受け入れられません。そのやり方が、県

民、議会にはかることなく推し進めるからです。このよ

うな非民主主義的な独断専行は絶対に許せません。

２）「全廃」しようとしている県民利用施設が、県民の

なかで実際にどのような役割を果たし、担っているのか、

赤字かどうかというものさしだけでなく、公共サービス・

事業という観点から正当に評価してください。

３）「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは

すべての人々の権利である」と明記された「スポーツ基

本法」が、２０１１年６月に制定されました。

県立体育センターや県立公園スポーツ施設等を対象に

やろうとしていることは、この「スポーツ基本法」にまっ

たく逆行する行為と言わざるをえません。「財政の健全

化」を言うなら、同じように「スポーツを行う権利」を

県として保障してください。

４）公共スポーツ施設が増えていないもとで、県立体育

センターや県立公園スポーツ施設等を利用している県内

のほとんどのスポーツ団体・スポーツ関係者は、この

「原則全廃」方針に納得できません。新日本スポーツ連

盟神奈川県連盟は、「原則全廃」方針を撤回するまで、

県内のスポーツ団体・スポーツ関係者に呼びかけて、断

固として運動を広げます。 ２０１２年９月１４日

新日本スポーツ連盟神奈川県連盟

理 事 長 石 川 正 士

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/9:45 10Km/9:50 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 (通算は 20回 ,80回）

次回は第381回 2012年11月18日

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



実　　数 1,580
内(初参加) 156

内（中学生以下） 323
内（棄権） 110

1　ｋｍ（Ａ） 273
1　ｋｍ（Ｂ） 238
1　ｋｍ（C） 268

3　ｋｍ 447
5　ｋｍ(A) 656
5　ｋｍ(B) 422
5　ｋｍ(C) 175

延べ完走者数 2,479

13,525
前年同期 9,923

　天　気　＝ 晴れ一時雨

　気　温　＝ 27.0℃
　湿　度　＝ 79%
　風　向　＝ 東
　風　速　＝ 3.8m

   第379回の参加者

2012 累計　　　　

　  　気象データー
（横浜気象台　10：00）

*連続100回参加賞 月例年間パス

Ｎｏ．1981 台 崚(9)

*連続75回参加賞 別製ランニング

Ｎｏ．2678 丹内 智得(45)

*連続50回参加賞 月例Ｔシャツ

Ｎｏ．3907 久保田真央(8)

Ｎｏ．4137 山浦 弘二(53)

Ｎｏ．4178 中本日向子(14)

Ｎｏ．4179 中本 樹(11)

Ｎｏ．4180 中本 隆弘(41)

Ｎｏ．4216 薄井 邦夫(43)

Ｎｏ．4228 小峯 政秀(49)

*連続30回参加賞 クリスタル楯

Ｎｏ．5565 田治米咲彩(11)

Ｎｏ．6576 三隅 響生(7)

Ｎｏ．6594 三隅 真佑(15)

Ｎｏ．6595 三隅 梨世(10)

Ｎｏ．6596 三隅 菜絵(12)

Ｎｏ．6616 松本 幸彦(52)

Ｎｏ．6624 廣瀬 陽二(35)

*連続20回参加賞 四つ切パネル写真

Ｎｏ．7994 三井 直樹(39)

Ｎｏ．8033 福埜 正樹(40)

Ｎｏ．8086 渡辺 兼造(50)

Ｎｏ．8098 井町由美子(34)

Ｎｏ．8099 滝 順次(31)

*連続10回参加賞 ランニング

Ｎｏ．6398 三谷 浩一(44)

Ｎｏ．7323 金坂比沙子(32)

Ｎｏ．8380 大方 親良(64)

Ｎｏ．8597 冨川 実優(12)

Ｎｏ．8614 横内 稔充(39)

Ｎｏ．8635 後藤 憲仁(34)

Ｎｏ．9129 星原 章二(61)

Ｎｏ．9160 有馬 健(45)

Ｎｏ．9452 横山 寿一(49)

Ｎｏ．9456 一色 照太(70)

Ｎｏ．9461 長島 慶次(31)

Ｎｏ．9478 忰田 弥生(8)

Ｎｏ．9480 中井 英子(65)

Ｎｏ．9483 堺 一広(40)

Ｎｏ．9494 三村 昇二(43)

Ｎｏ．9496 安達 智明(54)

Ｎｏ．9520 元吉 順(39)

Ｎｏ．9523 吉永 陽子(52)

Ｎｏ．9528 金坂 久美(62)

Ｎｏ．9537 松田志保子(43)

Ｎｏ．9538 松田佳菜子(10)

Ｎｏ．9541 一松 宏人(49)

Ｎｏ．9543 安元 卓也(44)

Ｎｏ．9555 大橋 敏朗(49)

Ｎｏ．9561 吉原 慶子(48)

Ｎｏ．9577 尾引 孝成(32)

Ｎｏ．9578 渋谷 俊樹(40)

Ｎｏ．9590 三上 博志(61)

*通算80回参加賞 大型パネル写真

Ｎｏ．347田中 勇(71)

◎連続と通算は重複しません。

第380回 マイロード 2012年10月21日 （2）

＊＊＊ 今月の表彰 ＊＊＊

今月の１ｋｍＡ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）の仕分

Ａ＝ ９３００ 以下
Ｂ＝１０７００ 未満

Ｃ＝１０７００ 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。


