
３０ｋｍ １０ｋｍ
A. 39才以下男子 G. 39才以下男子
B. 40才代男子 H. 40才代男子
C. 50才代男子 I. 50才代男子
D. 60歳代以上男子 J. 60才以上男子
E. 39才以下女子 K. 39才以下女子
F. 40才以上女子 L. 40才以上女子

M. 高校男子
N. 高校女子

【写真／伊藤博】

よこはま月例マラソンで雨が２ケ月連続して降るこ

とは珍しい出来事でした。参加者から月例の携帯への

の問い合わせも相次ぎましたが、月例マラソンは雨天

決行が原則ですので棄権される方は、当日現地にて手

続きをお願いします。先月は気温も低く（15.6℃）北

風 7.6ｍでした。

安全第一、左側通行を守って下さい！
----------------------------------------------

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。健康マラソンが目的です。安心・安全なマラソ

ン開催にご協力をお願いします。

現在、バーコードは名札とリストバンドの二種類が

ありますが、リストバンドのバーコードは劣化が激し

く、はがれやすいことから、名札に統一します。また、

20km表示のゼッケンの廃止も合わせて行います。20km

に参加される方は、名札に緑のカードを差し込んで走っ

て下さい。

リストバンドの使用は年内とします。来年１月以降

は使用できません。無料で交換しますので受付に申し

出て下さい。皆様のご協力をお願いします。

月例マラソン受付で申込できます
◇実施要綱◇

・開催日 2014年1月12日（日）

・会 場 川崎市幸区古市場グランド発着

・主 催 新日本スポーツ連盟

・後 援 神奈川県・川崎市

・種 目

・参加費 30ｋ/3,500円 10ｋ/3,000円（高2,500円）

・定 員 30ｋ/1,000名 10ｋ/1,000名

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394回 2013年12月15日

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



681 　気象 天　気 ／ 　雨

第３９２回月例マラソン記録一覧 2013.10.20

参加者実数

内 2回目以降 287 データー 気　温 ／ １５．６℃

初参加 33 （横浜気象台 湿　度 ／ ９８%

内

訳 中学生以下 120 　10時発表） 風　向 ／ 　北

棄権 241 風　速 ／　７．６ｍ

訳

＊＊＊今月の表彰＊＊＊

*連続100回参加賞 月例年間パス

Ｎｏ.2394 境 亮一（68）
Ｎｏ.2413 小林 明美（46）
Ｎｏ.2414 小林 穂高（15）
Ｎｏ.2415 小林 海人（13）

*連続50回参加賞 月例Ｔシャツ

Ｎｏ.1304 原 一智（36）
Ｎｏ.3429 横溝 敬子（56）
Ｎｏ.5537 郷家 優咲（7）
Ｎｏ.5538 郷家 敦子（38）
Ｎｏ.5564 田治米 純二（42）
Ｎｏ.5576 伊藤 菜々実（8）

*連続30回参加賞 クリスタル楯

Ｎｏ.7120 吉宗 俊哉（48）
Ｎｏ.8543 我澤 賢之（42）
Ｎｏ.8561 土屋 諒悟（13）
Ｎｏ.8562 土屋 良二（44）
Ｎｏ.8598 谷 祐次（51）

*連続20回参加賞 四つ切ﾊﾟﾈﾙ写真

Ｎｏ.8037 木村 重治（67）
Ｎｏ.9584 毛利 良二（36）

Ｎｏ.10017 坂入 太進（6）
Ｎｏ.10018 坂入 亮太（36）
Ｎｏ.10039 佐久間 勇将（8）
Ｎｏ.10046 鈴木 莉緒（9）
Ｎｏ.10048 高嶋 駿成（7）
Ｎｏ.10055 三村 一成（8）
Ｎｏ.10075 田中 達也（47）
Ｎｏ.10094 栗山 敏恵（53）
Ｎｏ.10095 栗山 稔（57）
Ｎｏ.10099 強矢 幸子（40）
Ｎｏ.10124 奥山 薫（52）
Ｎｏ.10125 奥山 貴士（43）
Ｎｏ.10127 高瀬 真央（11）
Ｎｏ.10129 岡田 大空（22）

*連続10回参加賞 ランニング

Ｎｏ. 8552 横田 誠（51）
Ｎｏ.10965 水町 浩樹（17）
Ｎｏ.11137 中原 光弘（50）
Ｎｏ.11580 太田 信之（50）
Ｎｏ.11613 大石 剣一（46）
Ｎｏ.11993 牧野 剛（40）
Ｎｏ.11994 日名子 凛菜（3）
Ｎｏ.11995 羽田 晃紘（8）
Ｎｏ.12024 菅原 拓馬（4）
Ｎｏ.12028 野村 侑世（5）
Ｎｏ.12029 野村 茉央（7）
Ｎｏ.12031 加世田 昭史（37）
Ｎｏ.12032 宇田川 真千子（38）
Ｎｏ.12033 中谷 遼（7）

Ｎｏ.12081 岩橋 和茂（42）
Ｎｏ.12087 飯島 壮琉（11）
Ｎｏ.12099 大石 恵美子（48）
Ｎｏ.12102 塩手 啓文（46）
Ｎｏ.12118 田中 誠（48）
Ｎｏ.12125 山田 公則（43）
Ｎｏ.12144 宮野 憲一郎（39）
Ｎｏ.12157 滝下 雅洋（48）
Ｎｏ.12165 今井 賢一（50）
Ｎｏ.12176 中谷 真紀子（42）
Ｎｏ.12178 関 竜樹（35）

*通算80回参加賞 大型パネル写真

Ｎｏ.725 佐藤 末吉（69）
Ｎｏ.1824 時光 信孝（65）

◎連続と通算は重複しません。

第393回 マイロード 2013年11月17日（2）

【写真/伊藤博】

先月に引き続き雨！。しかも気温が15.6℃で寒いし、

風は北風、大変な月例マラソンになりました。

参加者も9月が棄権を含んで552名、10月が681名でし

た。よこはま月例マラソンの会場は雨天対策がありま

せん。参加者の皆様には大変ご迷惑をかけました。

恒例になりましたお正月お楽しみ記念大会を来年１

月に実施します。特別申込は必要ありません。年代別

の1位に記念品を贈呈します。ただし、結果は当日の速

報値とします。

◇種目別（1ｋ・3ｋ・5ｋ・10ｋ・20ｋ）

◇年代別（10歳未満・10歳代・20歳代・30歳代

40才代・50歳代・60歳代以上）

◇性別（男・女）

※当日、初参加の方は表彰の対象外とします

※記念品は受付で（受取りは当日のみとします）

今月の１ｋｍ Ａ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）仕分

Ａ＝１１２００ 以下

Ｂ＝１２５００ 未満
Ｃ＝１２５００ 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。


