
【写真／伊藤博】

今年がみなさまにとって良い年になりますように心

から祈念申し上げます。

さて、昨年末の総選挙で24％の得票で２/３以上の

議席を得た自民党・安倍政権は民意を反映したとは決

して言える政権ではありません。原発再稼働や新規建

設にも言及、憲法改正や国防軍構想、消費税増税を控

え今月から所得税2.1％増税、デフレ脱却と物価を2％

まで上げるという、国民の願いと相反する政治が行わ

れるように思います。

さて、よこはま月例マラソンは昨年、天候にも恵ま

れ過去最高の参加者（年間延参加者18,251人／月1,52

0人）を記録しました。大きな事故もなく開催された

ことに、改めて参加者のみなさまに感謝申し上げます。

今年一年、事故やケガのない健康第一、安全第一を

目標に役員一同努力する決意です。（康）

◇種 目 １km ファミリーコース

◇スタート ８：３０

◇参加対象 小学生以下

※伴走は誰でも可能ですが記録は取りません。

◇種目別、年代別、性別の優勝者を表彰

◇１kmはタイムによる総合順位です。

◇当月初参加の方は表彰の対象外とします。

◇結果は当日の速報値によるものとします。

◇記念品は受付で受取ください。（受取は当日のみ）

バーコードの仕様によって違います
◆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。

毎月第３日曜日・午前８時 30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-小学生以下 /8:30 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384回 2013年2月17日

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



*連続150回参加賞 月例年間パス

Ｎｏ.1355 芦野 一夫(64)
*連続75回参加賞 別製ランニング

Ｎｏ.1463 成戸 和広(48)
Ｎｏ.2901 遠藤 和之(14)
*連続50回参加賞 月例Ｔシャツ

Ｎｏ.4443 増田 陸(9)
Ｎｏ.4444 増田 康(9)
Ｎｏ.4446 増田 直文(42)
Ｎｏ.4496 乾 隆政(49)
Ｎｏ.4563 落合 恭子(42)
*連続30回参加賞 クリスタル楯

Ｎｏ.2382 端村 良幸(60)
Ｎｏ.3294 相馬 謙吾(42)
Ｎｏ.6691 巴 広明(31)
Ｎｏ.7036 末田 正博(64)
Ｎｏ.7112 長瀬 徹也(46)
Ｎｏ.7118 川澄 裕一(28)
Ｎｏ.7126 関根 竜哉(43)
Ｎｏ.7127 関根 勇紀(10)
Ｎｏ.7128 中川 友理(39)

*連続20回参加賞 四つ切パネル写真

Ｎｏ.7120 吉宗 俊哉(47)
Ｎｏ.8034 渡邉 健斗(8)
Ｎｏ.8183 根岸 里美(32)
Ｎｏ.8533 山本かおり(40)
Ｎｏ.8543 我澤 賢之(41)
Ｎｏ.8551 市川由美子(48)
Ｎｏ.8561 土屋 諒悟(12)
Ｎｏ.8562 土屋 良二(43)
Ｎｏ.8579 西橋 愛夏(10)
Ｎｏ.8598 谷 祐次(50)
Ｎｏ.8599 松井 優樹(8)
Ｎｏ.8600 松井 杏樹(11)
Ｎｏ.8642 鈴木 昭裕(30)
Ｎｏ.8643 滝沢 浩之(34)

*連続10回参加賞 ランニング

Ｎｏ.5070 若林 絵里(45)
Ｎｏ.7030 真中 良汰(11)
Ｎｏ.8037 木村 重治(66)
Ｎｏ.9458 飯田 裕一(33)
Ｎｏ.9459 飯田 翔太(10)
Ｎｏ.9584 毛利 良二(35)
Ｎｏ.9690 月川 恒星(6)
Ｎｏ.10017 坂入 太進(5)
Ｎｏ.10018 坂入 亮太(35)
Ｎｏ.10023 庭野 利弘(47)
Ｎｏ.10026 髙橋 慶太(32)
Ｎｏ.10034 岡部 瑠梨(8)
Ｎｏ.10035 岡部 晶代(35)

Ｎｏ.10036 岡部 俊(40)
Ｎｏ.10039 佐久間勇将(7)
Ｎｏ.10046 鈴木 莉緒(8)
Ｎｏ.10048 高嶋 駿成(6)
Ｎｏ.10050 田中裕一郎(43)
Ｎｏ.10051 太田 聖二(44)
Ｎｏ.10055 三村 一成(8)
Ｎｏ.10058 中辻 晴彦(38)
Ｎｏ.10059 野坂 潔史(40)
Ｎｏ.10062 奈良 和諭(37)
Ｎｏ.10075 田中 達也(46)
Ｎｏ.10083 山崎 将寛(6)
Ｎｏ.10085 山崎 敏子(42)
Ｎｏ.10086 渋谷 沙樹(7)
Ｎｏ.10087 渋谷みづ恵(35)
Ｎｏ.10093 岸本 誠(39)
Ｎｏ.10094 栗山 敏恵(52)
Ｎｏ.10095 栗山 稔(56)
Ｎｏ.10098 鈴木 憲文(52)
Ｎｏ.10099 強矢 幸子(39)
Ｎｏ.10101 中村 拓人(4)
Ｎｏ.10124 奥山 薫(51)
Ｎｏ.10125 奥山 貴士(42)
Ｎｏ.10127 高瀬 真央(10)
Ｎｏ.10129 岡田 大空(21)
Ｎｏ.10137 伊藤 平(62)
Ｎｏ.10146 畔上 幹夫(57)
Ｎｏ.10152 根本 晴三(35)
Ｎｏ.10159 渡邊 翔平(27)

*通算20回参加賞 ランニング

Ｎｏ.3622 津久井雅晴(57)
Ｎｏ.3854 秦 康文(50)
Ｎｏ.5043 松崎 功(50)
Ｎｏ.5280 杉本 亨(52)
Ｎｏ.5469 石川 雅浩(42)
Ｎｏ.6738 廣瀬 正和(48)
Ｎｏ.7031 池畑 秀夫(47)
Ｎｏ.7032 池畑 匡一(13)
Ｎｏ.7153 酒井 基揮(13)

*通算80回参加賞 大型パネル写真
Ｎｏ.2076 木村 聡(56)

◎連続と通算は重複しません。
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＊＊＊ 今月の表彰 ＊＊＊

今月の１ｋｍＡ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）の仕分

Ａ＝１００００ 以下
Ｂ＝１１３００ 未満

Ｃ＝１１３００ 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。


