
1,727 　気象 天　気 ／ 快　晴参加者実数

内 2回目以降 1,119 データー 気　温 ／ 4.3℃

初参加 171 （横浜気象台 湿　度 ／ 20%

内

訳 中学生以下 312 １０時発表） 風　向 ／ 北北西

棄権 125 風　速 ／ 4.8ｍ

訳

【写真／伊藤博】

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。

工事がまだ終わっていません。10キロ・20キロのコー

スが変更になります。折り返し手前、新幹線ガード下

です。安全のために、途中から右の土手に上がります。

折り返し地点が若干手前になります。今月で工事は

終了予定です。迂回路が狭く、曲がっているので、一

般の通行人との接触には十分注意して走るようにお願

いします。

小学生以下は１ｋファミリーコースへ

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

今年１月から開始した１キロ・ファミリーコースは

小学生以下のランナーが参加するものです。

転倒事故の防止、安全のために新設したもので、親

子で走っても構いません。伴走者は上着を着るなど、

ナンバーカードを付けないか、見えないようにしてく

ださい。記録は小学生以下を対象にしています。

VIVICITTA（ビビチタ）はイタリアスポーツ連盟に

よって開催される世界同時マラソンです。ビビチタは

単に走るだけでなく、平和を愛し、相手を思いやる心

を持ち、健康の促進を望み、環境保全のために世界各

地と連帯して走ります。横浜では2010年から開催し今

年で４回目になります。月例参加者は本日まで申し込

みを受け付けます。

世界同時マラソン

横浜ＶＩＶＩＣＩＴＴＡ
日 時：２０１３年４月７日

会 場：月例マラソンコース

種 目：1km（10：00スタート）12km（10：15スタート）

参加費：１km／2,000円 12km／3,500円

第３８４回月例マラソン記録一覧

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386回 2013年4月21日

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



*連続50回参加賞 月例Ｔシャツ

Ｎｏ.4421 関根 委子（50）

Ｎｏ.4488 菅原 千聖（7）

Ｎｏ.4634 葛木しおん（12）

Ｎｏ.4673 城平えりい（6）

*連続30回参加賞 クリスタル楯

Ｎｏ.2088 西 一宏（50）

Ｎｏ.7278 三尾 健介（33）

Ｎｏ.7283 佐野 健太（11）

Ｎｏ.7285 土田絵里香（47）

*連続20回参加賞 四つ切パネル写真

Ｎｏ.8927 浦岡 千晶（48）

Ｎｏ.8953 高橋 和泉（43）

*連続10回参加賞 ランニング

Ｎｏ.8215 安田 智（49）

Ｎｏ.8553 渡辺百々子（11）

Ｎｏ.8588 中島 宏和（33）

Ｎｏ.9137 小林 葉子（39）

Ｎｏ.9232 吉澤 理（37）

Ｎｏ.9441 沼本 清（45）

Ｎｏ.9819 薬師神響己（5）

Ｎｏ.9849 中尾 吉宏（66）

Ｎｏ.9884 弘田 隼大（6）

Ｎｏ.9987 黒川 夏帆（10）

Ｎｏ.10063 齋藤 尚子（39）

Ｎｏ.10118 谷口 信広（53）

Ｎｏ.10139 白取 潤一（46）

Ｎｏ.10384 中山 健一（48）

Ｎｏ.10389 小越 皆理（11）

Ｎｏ.10411 佐藤 俊一（36）

Ｎｏ.10414 鈴木 瑠磨（5）

Ｎｏ.10415 坂井真樹子（36）

Ｎｏ.10419 田中 照美（41）

Ｎｏ.10420 石川 成男（58）

Ｎｏ.10421 青木 基博（44）

Ｎｏ.10422 青木 千夏（39）

Ｎｏ.10429 薄井 剛（47）

Ｎｏ.10456 河井 芳浩（48）

Ｎｏ.10457 門脇 直樹（48）

Ｎｏ.10467 福本 妃奈（14）

Ｎｏ.10476 増澤 直樹（42）

Ｎｏ.10495 金高 誠（44）

Ｎｏ.10504 飛田里央奈（9）

Ｎｏ.10506 栗原 良太（28）

Ｎｏ.10511 髙橋 千夏（42）

Ｎｏ.10515 民内 邦男（48）

Ｎｏ.10517 大国 仁（42）

Ｎｏ.10518 大窪 英治（61）

Ｎｏ.10525 佐々木るり香（37）

Ｎｏ.10534 片岡 堅吾（32）

Ｎｏ.10539 柿沼 実（63）

Ｎｏ.10540 西村 駿希（16）

Ｎｏ.10541 山本 翔陽（16）

Ｎｏ.10548 竹迫 純義（62）

Ｎｏ.10551 萩原 美紅（11）

Ｎｏ.10553 石川 葉月（17）

Ｎｏ.10559 泉 誌瑞麻（17）

Ｎｏ.10566 山口 皓平（17）

Ｎｏ.10579 小泉 美菜（52）

Ｎｏ.10580 石井 慶太（42）

Ｎｏ.10582 大野 輝行（40）

Ｎｏ.10586 鈴木 健二（37）

Ｎｏ.10587 牛島 純也（27）

Ｎｏ.10590 稲沢 栄（53）

Ｎｏ.10591 田丸 自朗（60）

Ｎｏ.10604 鈴木 茉央（11）

Ｎｏ.10605 鈴木佐緒理（42）

Ｎｏ.10606 鈴木 郁佳（8）

Ｎｏ.10607 倉光 康宏（35）

Ｎｏ.10612 松島 勝彦（37）

Ｎｏ.10614 亀田 義男（42）

Ｎｏ.10620 石垣 晋（32）

Ｎｏ.10627 高橋 浩樹（51）

Ｎｏ.10628 広瀬 孝義（62）

Ｎｏ.10631 平 俊朗（47）

Ｎｏ.10649 福地 泰孝（36）

*通算20回参加賞 ランニング

Ｎｏ.5725 米山 太智（6）

Ｎｏ.5737 安部 信一（40）

Ｎｏ.6509 吉武 穂乃（13）

Ｎｏ.7141 村山 彰一（59）

Ｎｏ.7619 倉橋 博之（51）

*通算80回参加賞 大型パネル写真

Ｎｏ.1037 宮辺 勝彦（50）

◎連続と通算は重複しません。

第385回 マイロード 2013年3月17日 （2）

＊＊＊ 今月の表彰 ＊＊＊

今月の１ｋｍＦ・Ａ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）仕分

Ａ＝１０４００ 以下

Ｂ＝１１７００ 未満
Ｃ＝１１７００ 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。


