
【9月20日１㎞ファミリー/写真・加藤尚美】

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。

暑い夏も終わり、走りやすい季節になりました。10

月から20㎞が再開です。20㎞に参加される方は次の点

に注意して走ってください。

① バーコードの名札に緑のカードを必ず差し込んで

ください。折り返しの区別をつけるためです。

② バーコードは正面から見える左腰に付けること。

③ 途中棄権は記録を取りません。ゴールしないで、

ゴール手前の公園に入ること。

新日本スポーツ連盟は今年、2015年11月12日に創立

50周年を迎えます。1965年の創立以来、一貫してスポー

ツの民主的発展に取り組んできました。「いつでも、

どこでも、だれでも」「スポーツは平和とともに」を

合言葉に現在では、全国各地でスポーツ祭典が開催さ

れ、誰でも参加できる競技大会を基本に、スポーツ教

室やサークル活動が盛んに展開されています。よこは

ま月例マラソンはその一環として開催されています。

創立50周年記念事業
１．「新日本スポーツ連盟50年史」の編纂

２．国際シンポジウムの開催

・日 時 2015年11月7日(土)12時50分～

・会 場 東京・北とぴあ「スカイホール」

・テーマ 「豊かで平和な生活のために、スポーツ

運動は何をめざすか？」

３．記念レセプションの開催

・日 時 2015年11月7日(土)17時30分～

・会 場 東京/王子「東部サロン」

・記念表彰、文化行事を含むイベントの開催

４．新日本スポーツ連盟附属スポーツ科学研究所創設

５．被曝70年東京～広島～長崎反核平和マラソン

６．記念グッズの販売/フェイスタオル、ポロシャツ

※皆様のご協力とご参加をお願いします。これからも

スポーツの発展に努力を重ねてまいります。

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/9:50 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417回 2015年11月15日

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



＊＊＊今月の表彰＊＊＊
*連続100回参加賞 月例年間パス
Ｎｏ.3251 星山 浩（49）

*連続75回参加賞 別製ランニング
Ｎｏ.5166 鎌形 啓介（49）

*連続30回参加賞 選択制
Ｎｏ.12561 岩田 裕司（50）

*連続20回参加賞 選択制
Ｎｏ.9852 竹ノ内 翔（33）
Ｎｏ.12226 武井 健一郎（34）
Ｎｏ.12227 武井 寧音（6）

*連続10回参加賞 ランニング
Ｎｏ.5704 豊田 光海（51）
Ｎｏ.13361 大武 健太（50）

Ｎｏ.14143 坪内 絢菜（5）
Ｎｏ.14494 飯田 建（56）
Ｎｏ.14547 財前 進（51）
Ｎｏ.14900 平野 亜子（8）
Ｎｏ.14907 豊蔵 萌（13）
Ｎｏ.14912 川村 亜希（36）
Ｎｏ.14913 飯森 芙美子（73）
Ｎｏ.14935 浅田 豊（48）
Ｎｏ.14949 鈴木 伸隆（58）
Ｎｏ.14950 野田 健二朗（46）
Ｎｏ.14958 高橋 慧人（11）
Ｎｏ.14964 野村 七美（44）
Ｎｏ.15022 澤田 志保（47）
Ｎｏ.15027 北古賀 みづき（41）
Ｎｏ.15033 伊藤 公博（44）
Ｎｏ.15038 加藤 温子（38）
Ｎｏ.15039 花畑 博志（52）
Ｎｏ.15042 藤崎 健司（47）
Ｎｏ.15044 中屋 沙耶花（34）

*通算20回参加賞 ランニング
Ｎｏ.3064 永瀬 菜穂子（48）
Ｎｏ.3704 村田 玲一（60）
Ｎｏ.3906 栗原 彰（71）
Ｎｏ.4454 清野 宏之（39）
Ｎｏ.7874 奥 珠樹（47）
Ｎｏ.11107 大庭 士弦（7）
Ｎｏ.12095 中山 裕康（47）
Ｎｏ.12130 佐藤 郁子（50）
Ｎｏ.12290 鈴木 啓介（33）
Ｎｏ.12367 田中 優大（11）
Ｎｏ.12398 新 篤志（47）
Ｎｏ.12594 富田 純一（36）

◎連続と通算は重複しません。

第416回 マイロード 2015年10月18日（2）

今月の１ｋｍ Ａ・Ｂ・Ｃ（ナンバーカード）仕分

Ａ＝１４０００ 以下
Ｂ＝１５４００ 未満

Ｃ＝１５４００ 以上
※１ｋの重複参加は禁止です。小さい子供さんも一緒に走っ

ています。安全のためにご協力お願いします。なお、ゴー

ルした後はバーコードの読み取りが終了するまで、

ゴールした順にお並びください。途中で列から離れ

る人がいます。正確な記録にご協力願います。

☆表彰係

表彰されたランナーの

方々との対話が楽しく10

回連続の方は次の20回を

目指して頑張ってくださ

い！【写真右側/佐藤】

記念品をお渡しする時

の会話と笑顔がとても嬉

しいです。来月もまたお待ちしております。【熊島】

☆バーコード係＆後走

【温夫妻】

ゴール後のバーコー

ド読み取りをしていま

す。バーコードは左腰

辺りに付けて頂く事ス

ムースに読み取れます。

ゴール後は立ち止まら

ないで前にお進みくだ

さい。ご協力お願いし

ます。私も頑張って読み取ります。

☆後走担当・・・いつも後走で皆さんを見守っています。

大きな体ですが優しいんですよ～。

☆受付係

【写真左から川沢・平林】

二か所の受付がスムーズ

に出来る様、ぴったりの参

加費とバーコードの準備を

お願い致します。

バーコード読み取り後もお名

前を読み上げますので、必ずご

確認ください。 【写真左から

荒波・榊原】

【編集後記】先日友人と会って一昨年前に訪れた女満別

駅での思い出話になった。私達は飛行機の最終便に間に

合えばいいからと、温泉を探す事になったが、分からず

改札口から出てきた紳士に尋ねた。親切な対応と合わせ

シチューのCMに出てくるような暖炉のある家に住んでる

のだろうと思わせる雰囲気・・・。駅裏の湖から聞こえ

る白鳥の声がまたまた盛り上げてくれるいい夜だった。

そんな女満別駅の一コマの再現は求めない方がいいと結

論は出たが やはり旅はいいね。（尚）

☆スターター 【藤崎】

毎月ランナーの方々に気持ち良

く走って頂ける事をモットーとし

て、スターターをしています。私

もランナーの端くれとして 走れ

る素晴らしさを羨ましく思ってい

ます。(現在、私はラン休業中で

す)


