
【6月21日10㎞スタート/写真・加藤尚美】

台風11号が西日本に上陸し、大きな被害が発生しま

した。台風一過で高温・多湿が予想されます。走る前

に十分給水を取るようにして下さい。WBGTがが28℃を

越えたら10㎞は中止します。５㎞を２回走ります。

7月は奇数番号が最初に走り、２回目に偶数番号の

方が走ります。ナンバーカードの仕分にはご協力願い

ます。5㎞の重複参加は禁止です。

安全第一・健康マラソンを
左側通行を守って走りましょう！！

コースは貸切ではありません。一般の方の通行を妨

げることはできません。左側通行を守って、コースの

右側は必ず空けて下さい。お互いに譲り合って走りま

しょう。自転車や通行人と接触した場合は、必ず相手

に声を掛け、安全確認のうえ、必ず観察員か本部役員

に連絡をお願いします。

神奈川反核平和マラソンは７月11日～12日の二日間、

県内８コース(約183㎞)で取り組まれました。今年は

安倍政権による憲法違反の戦争法案が強行採決される

かもしれないという、緊迫した情勢の下での反核マラ

ソンでした。「核兵器廃絶」「米軍基地撤去」「憲法

９条守れ」をアピールしながら、沿道の人に励まされ

ながら、暑い中事故もなく無事完走することができま

した。被爆70年の節目の今年、福島～東京300㎞、東

京～広島～長崎1500㎞を走ります。戦争反対、核兵器

廃絶、原発ゼロの社会を求める反核平和マラソンをご

一緒に走りませんか。

◇原発で故郷を奪われた福島県民に心をよせて

７月25日8時福島県庁出発～７月26日午後5時東京

◇東京から広島～長崎1500㎞

７月27日東京夢の島出発～8月6日広島平和祈念館～

8月9日長崎平和記念像

問合せ:何れも新日本スポーツ連盟03-3986-5401

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時迄です＞

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/9:50 10Km/9:55 3km/10:05 (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 414回 2015年8月16日

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



＊＊＊今月の表彰＊＊＊
*連続150回参加賞 月例年間パス
Ｎｏ.1686 城平 徹（47）

*連続50回参加賞 選択制
Ｎｏ.7120 吉宗 俊哉（49）
Ｎｏ.8543 我澤 賢之（43）
Ｎｏ.8561 土屋 諒悟（15）
Ｎｏ.8562 土屋 良二（46）
Ｎｏ.8598 谷 祐次（53）

*連続30回参加賞 選択制
Ｎｏ.11580 太田 信之（52）
Ｎｏ.12024 菅原 拓馬（6）
Ｎｏ.12031 加世田 昭史（39）
Ｎｏ.12033 中谷 遼（8）
Ｎｏ.12118 田中 誠（49）
Ｎｏ.12165 今井 賢一（52）
Ｎｏ.12178 関 竜樹（36）

*連続20回参加賞 選択制
Ｎｏ.9664 佐々木 順也（44）
Ｎｏ.9665 佐々木 光世（42）
Ｎｏ.10729 宮崎 拓（31）
Ｎｏ.12230 倉橋 沙羅（7）
Ｎｏ.12289 斎藤 武揚（76）
Ｎｏ.13090 打越 直之（41）

Ｎｏ.13138 倉橋 一颯（4）
Ｎｏ.13205 小林 秀明（51）
Ｎｏ.13215 西田 勇斗（10）
Ｎｏ.13217 西田 努（41）
Ｎｏ.13219 笠井 昭宏（50）
Ｎｏ.13242 金村 茂則（48）

*連続10回参加賞 ランニング
Ｎｏ.2848 黒下 和正（45）
Ｎｏ.2905 黒下 大貴（14）
Ｎｏ.11975 菊地 柚羽（7）
Ｎｏ.11976 菊地 英徳（36）
Ｎｏ.12938 小林 潤平（14）
Ｎｏ.13162 松田 洋介（37）
Ｎｏ.13645 宇賀村 拓海（8）
Ｎｏ.13646 宇賀村 俊介（11）
Ｎｏ.13678 権谷 正克（61）
Ｎｏ.13812 若林 潤（8）
Ｎｏ.13813 若林 瑶（11）
Ｎｏ.13975 左藤 悠紀（7）
Ｎｏ.13976 左藤 利紀（9）
Ｎｏ.14089 石井 正（68）
Ｎｏ.14116 浜名 正佳（28）
Ｎｏ.14385 黒下 大翔（7）
Ｎｏ.14396 傍嶋 ひなた（9）
Ｎｏ.14397 辻 秀介（4）
Ｎｏ.14398 柳沢 歌七（4）
Ｎｏ.14399 柳沢 和音（8）

Ｎｏ.14400 柳沢 英也（37）
Ｎｏ.14402 長島 康介（5）
Ｎｏ.14404 古澤 尚史（48）
Ｎｏ.14423 三本松 秋香（7）
Ｎｏ.14424 荻原 大河（10）
Ｎｏ.14428 佐藤 翔悟（5）
Ｎｏ.14429 佐藤 陽樹（9）
Ｎｏ.14435 武久 久美子（46）
Ｎｏ.14448 武井 乃音（3）
Ｎｏ.14455 高野 耕一（44）
Ｎｏ.14472 西山 涼介（9）
Ｎｏ.14473 西山 裕伸（47）
Ｎｏ.14489 長島 あゆみ（31）
Ｎｏ.14493 武田 厚義（64）
Ｎｏ.14506 森田 裕丈（39）
Ｎｏ.14513 溝口 智恵子（49）

*通算20回参加賞 ランニング
Ｎｏ.3528 今野 俊一（49）
Ｎｏ.4190 須藤 孝洋（49）
Ｎｏ.4462 渡部 健（27）
Ｎｏ.6865 桐野 広子（45）
Ｎｏ.10593 吉村 基治（48）
Ｎｏ.11476 大橋 哲（21）
Ｎｏ.12070 木下 和博（56）

◎連続と通算は重複しません。

第413回 マイロード 2015年7月19日（2）

安倍自公政権は、7月16日に「戦争

法案」を特別委員会に引き続き、衆

院本会議でも強行採決する暴挙を行っ

た。これは「違憲、反対、慎重審議」

の多数意見を踏みにじるだけでなく、

違憲の法案を立法府が提案、採択す

るという文字通り歴史的暴挙である。

私達は、憲法破壊、戦争への道を拓

く、安倍内閣の蛮行に断固抗議し、

法案の廃案を強く求める。

安倍首相自身が「不十分」と認め

た国民の理解より、「対米公約」で

もある今国会中の成立を優先させた

結果です。戦後最長の会期延長で「6

0日ルール」を念頭に、数の力に頼っ

た巨大与党のおごりでしかない。戦

争する国、絶対反対！！（康）

Ａ＝１４２００ 以下
Ｂ＝１５４００ 未満

Ｃ＝１５４００ 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。

今月の１ｋｍナンバーカード仕分


