
【写真／伊藤博】

今年１年、よこはま月例マラソンに参加いただきあ

りがとうございました。振り返ってどんな年でしたか。

昨年の12月16日（第382回）は衆院選挙のの投票日

でした。選挙の結果は、自民圧勝、民主大敗。その後

誕生した安倍政権は、極端な金融緩和政策による円安・

株高は物価高をまねき、賃金は上がらず国民生活は苦

しくなるばかり。消費税増税、原発再開と輸出、オス

プレイ配備と基地建設、労働法制や生活保護法の改悪、

圧倒的国民の反対を押し切って強行採決で特定機密保

護法を成立させ、さらには共謀罪も企み、海外で戦争

のできる国へ大企業優先、国民無視の税制改正が行わ

れ、私たちの生活はどうなるのか。なにはさておき、

皆様のご健康とご多幸を祈るばかりです。（康）

来年１月からリストバンドの使用はできません。今

月中に名札への交換をお願いします。合わせて20km表

示の黄色いゼッケンの使用も廃止します。

名札は正面から見える左胸につけるように。また、

20kmへ参加する方は緑のカードを名札に差し込んで下

さい。無料で交換しますので受付に申し出て下さい。

恒例になりました正月お楽しみ記念大会を来年の１

月の月例で実施します。申込は特にありません。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歳代・50歳代・60歳代以上

◇性 別 男・女

※１ 当日、初参加の方は表彰の対象外とします。

※２ 記念品は受け付に申し出て下さい。（受取りは

当日のみとします）

※３ 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。左側通行で安全第一で！！

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395回 2014年1月19日

＜eメール＞yokogetsu@yg.qee.jp ＜ＨＰ＞ http://yg.qee.jp/
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参加者実数

内 2回目以降 947 データー 気　温 ／ 13.5℃

初参加 183 （横浜気象台 　 湿　度 　 ／　64%

内

訳 中学生以下 248 　10時発表） 風　向 ／　北

（内）棄権 116 風　速 ／　１．８ｍ

訳

＊＊＊今月の表彰＊＊＊

*連続75回参加賞 別製ランニング

Ｎｏ.3304 中嶋 美春（48）

*連続50回参加賞 月例Ｔシャツ

Ｎｏ.5439 井上 昭（63）
Ｎｏ.5464 柏葉 涼（10）
Ｎｏ.5657 榊原 和幸（51）
Ｎｏ.5703 渋谷 謙一（46）
Ｎｏ.5791 谷 盛博（60）

*連続30回参加賞 クリスタル楯

Ｎｏ.8683 山田 宣之（45）
Ｎｏ.8684 山本 崇司（33）
Ｎｏ.8709 小山 暢宏（41）
Ｎｏ.8710 小山 直己（73）
Ｎｏ.8725 荒川 聡仁（55）
Ｎｏ.8858 新田 陽祐（35）

*連続20回参加賞 四つ切ﾊﾟﾈﾙ写真

Ｎｏ.9581 山田 幸雄（61）
Ｎｏ.9663 東田 昌久（42）
Ｎｏ.10258 今野 愛加里（7）
Ｎｏ.10279 川名 健（49）
Ｎｏ.10333 中澤 功一（48）
Ｎｏ.10336 櫻井 登志彦（55）
Ｎｏ.10352 中谷 悠紀（11）
Ｎｏ.10353 中谷 洋司（44）
Ｎｏ.10363 山本 和男（51）

*連続10回参加賞 ランニング

Ｎｏ.1664 望月 英二（59）
Ｎｏ.11543 鈴木 忠臣（50）
Ｎｏ.12232 山田 爽太（11）
Ｎｏ.12233 山田 悠太（14）
Ｎｏ.12234 山田 昭子（42）
Ｎｏ.12235 小野田 善次（49）
Ｎｏ.12252 山本 伸二（51）
Ｎｏ.12286 藤田 健人（9）
Ｎｏ.12287 松浦 洋治（59）

Ｎｏ.12298 田中 洋二（45）
Ｎｏ.12317 大野 正人（56）
Ｎｏ.12318 荒井 康裕（45）
Ｎｏ.12353 滝下 智也（14）

*通算20回参加賞 ランニング

Ｎｏ.5631 東谷 昭三（65）
Ｎｏ.5810 鈴木 秀征（41）
Ｎｏ.5990 縄田 拓也（59）
Ｎｏ.6830 福原 雄一（33）
Ｎｏ.7444 坂田 浩慈（40）

*通算80回参加賞 大型パネル写真

Ｎｏ.649 田籾 勝（60）

◎連続と通算は重複しません。

第394回 マイロード 2013年12月15日（2）

【写真/伊藤博】

先月の例会で一般の方から、「接触があった」と苦

情が寄せられました。コースは貸し切れではありませ

ん。左側通行を守って、安全優先、一般の通行人の方

が優先です。接触が起きた場合は、その場で謝って下

さい。ランナーのマナーが一番の月例マラソンをお願

いします。（接触等は本部まで必ず連絡願います）

この一年を振り返って（データから）
今年は受付に使っている公園前が舗装され、環境事

業局の水門付近も舗装され、月例マラソンのコースが

全てが舗装されました。

１月から、１キロにファミリーコースを新たに設け

ました。かつてより、子どもの参加が増えたことも新

しい特徴です。

参加者総数は、前年比（11月まで）で見ると、2,300

人程度減少しています。9月～11月まで３ヵ月連続で雨

が降ったことが影響しました。

月例マラソンの事務所を新たに設けたことが大きな

変化でした。今までは、スポーツ連盟に間借りしてい

たことから、他の種目と重なったり、荷物も多く、事

務所もかなり手狭でした。

今年の７月から県連盟の下（２階）を一部屋借りる

ことができ、かなり広くなりました。月例終了後の作

業も余裕をもってできるようになりました。

月例マラソンの課題は山積していますが、運営にか

かわる役員の育成とコースの安全確保が重要です。参

加者が増え、一般の通行人との接触事故が心配されま

す。マナーを守って安全・安心の運営に心がけます。

来年が良い年になりますように。（康）

今月の１ｋｍ Ａ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）仕分

Ａ＝１１４００ 以下

Ｂ＝１２７００ 未満

Ｃ＝１２７００ 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。


