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20㎞に参加される方は緑のカードを忘れずに！
10月から20km再開です。台風が18号・19号と立て続け

に日本を縦断し、各地に大きな爪跡を残しました。広

島でのがけ崩れや横浜市内でも二か所のがけ崩れが発

生し、また、御嶽山の噴火では戦後最大の犠牲者を出

しました。まさに災害列島日本です。政府には災害に

強い政策実行を願うばかりです。さて、暑い夏もやっ

と終わりを告げ、走りやすい季節がやって来ました。

20kmに参加される方はバーコードの名札に緑色のカー

ドを必ず差し込んでください。10kmとの区別をつける

ために必要です。逆に、10kmに参加される方は緑のカー

ドを差し込まないように、確認をお願いします。

名札は正面から見える左胸につけてください。20km

表示のゼッケンは正面から見えるところに付けてくだ

さい。折り返しの区別がつきません。

横浜市道路局河川計画課と話し合い

既報の通り、運営委員会は８月28日に横浜市会議長

あてに「鶴見川河川敷にトイレと水道の設置を求める

陳情」を藤本会長名で提出しました。その後、9月19

日に横浜市会より「鶴見川流域水マスタープラン」の

中で「検討します」との回答が出されました。

より具体的に進めるために、回答した部局が横浜市

道路局河川計画課であったことから、10月15日に運営

委員会として、河川計画課と陳情の主旨と強い願いを

話し合いました。

水マスタープランは国土交通省・神奈川県・横浜市・

川崎市・町田市の５団体で構成し、鶴見川流域の新た

なビジョン、計画、推進方策としています。平成16年

にスタートして、10年がたっています。私たちが求め

る身近な要求、「トイレと水道を」の願いは、次回の

会合(年に3～4回開催)で提案すると回答がありました。

しかし、大きなプロジェクトの中で早急に実現出来

るかどうか疑問は残りますが、運営委員会として実現

に向けて積極的に取り組みます。

横浜市市民局スポーツ振興課と懇談
月例マラソン運営委員会は10月15日に市民局スポー

ツ振興課と懇談を行いました。月例マラソンは横浜市

市民局の後援名義を受けていることと、日頃より月例

に係わる様々な苦情が直接「市民局」に寄せられてい

ます。担当者が運営委員会と連携を取りながら対応を

していただいていることから、運営委員会として、支

援と協力に関してお礼と感謝の意を伝えました。また、

マラソンコースにトイレと水道の設置を求める「陳情」

を行ったことを伝え、協力を申し入れました。

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405回 2014年11月16日

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



＊＊＊今月の表彰＊＊＊

*連続50回参加賞 月例Ｔシャツ

Ｎｏ.7174 林 倫仁（47）

*連続30回参加賞 クリスタル楯

Ｎｏ.9663 東田 昌久（42）
Ｎｏ.10258 今野 愛加里（8）
Ｎｏ.10336 櫻井 登志彦（56）
Ｎｏ.10353 中谷 洋司（45）

*連続20回参加賞 四つ切ﾊﾟﾈﾙ写真

Ｎｏ.9483 堺 一広（42）
Ｎｏ.12232 山田 爽太（12）
Ｎｏ.12233 山田 悠太（15）

Ｎｏ.12234 山田 昭子（43）
Ｎｏ.12286 藤田 健人（10）
Ｎｏ.12318 荒井 康裕（46）

*連続10回参加賞 ランニング

Ｎｏ.10573 三橋 弥東（19）
Ｎｏ.11567 中川 雅人（42）
Ｎｏ.11601 蟹瀬 みどり（38）
Ｎｏ.11850 神戸 典幸（50）
Ｎｏ.13273 菅原 邦夫（39）
Ｎｏ.13274 菅原 らるむ（12）
Ｎｏ.13279 岡田 尚之（43）
Ｎｏ.13285 湯山 正道（8）
Ｎｏ.13306 菅田 拓哉（5）
Ｎｏ.13311 西野 潤一（42）
Ｎｏ.13312 福田 徹（53）
Ｎｏ.13340 宮本 佳典（34）
Ｎｏ.13341 宮本 ゆか（34）

Ｎｏ.13353 稲垣 智之（44）
Ｎｏ.13360 廣瀬 清滋（37）
Ｎｏ.13424 林 博久（40）

*通算20回参加賞 ランニング

Ｎｏ.7462 原田 賢吾（46）
Ｎｏ.8180 布施 敦子（55）
Ｎｏ.8464 吉原 己恵子（50）
Ｎｏ.8650 椎橋 優子（46）
Ｎｏ.8681 篠崎 崇（38）
Ｎｏ.9002 山﨑 一彦（45）
Ｎｏ.9320 森川 いづ美（55）
Ｎｏ.9654 竹中 真（59）
Ｎｏ.9675 元田 豊（47）
Ｎｏ.9862 河原 孝尚（44）
Ｎｏ.11440 安西 清貴（49）

◎連続と通算は重複しません。

第404回 マイロード 2014年10月19日（2）

№14504 市川さん

相模原から来ました。

月例湘南では、3～4

年走っているのです

が今回よこはま月例は

初参加です。北海道

から京都まで色々な

大会にでていてフル

マラソンは過去15回、

3時間27分が自己ベス

ト。16回目は今度の湘

南国際マラソンに参

加予定。今年8月のカ

ンボジアでは 38℃の

中を走ってきました。ちなみにその大会の優勝者は猫ひろ

しさんでした。

№12693 石川さん

横浜市内から父親と

参加しました。2人ともマ

ラソン歴は1年半で 私

はまだこの月例しか走っ

てませんが 父はフル

マラソンに5回 北海道

や筑波での大会にも参

加してます。2人マラソ

ンに はまってしまった

ようです。

№.22 田代さん

（二桁のゼッケン№でし

たので 根岸森林公園

からの参加ですかと伺っ

たら、当時欠番だった

№.２２をもらったとのこと

です。それでも実際は2

00番台だったような覚え

がありますとのお話でし

た） 現在フィリピン在

住ですが 今回はこの

月例に合わせて帰国し

たとのことでした。

過去にタイでは 日本人会走友会に2年程在籍していた

こともあり、現フィリピンでもマラソンの大会に出たり、トレイ

ルもやっています。年明けにまた日本に来る予定ですが、

日程が合わず参加出来なくて残念です。

＜編集後記＞国内だけでなく 海外でも汗を流されている

様子を聞くことが出来、「スポーツは平和とともに」の言葉を

痛感します。また9月下旬の御嶽山の火山災害、続く台風・・・

と心痛むニュースが飛び込みました。年に何回と災害に見

舞われ、安息の日々を送るのが難しい世の中、時代です。

色々な意味で備えを持って生きていきたいですね。

今月の１ｋｍ Ａ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）仕分

Ａ＝１２９００ 以下

Ｂ＝１４１００ 未満
Ｃ＝１４１００ 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。


