
【11月月例スタートより】

今年もあとわずか、皆様にとってどんな年でしたか。

今年9月に安倍自公政権が臨時国会の冒頭で解散総選

挙、結果は民進党の解党と希望の党への「合流」で、

自民党に塩を送った形になり、改憲勢力が2/3以上を

占めました。小選挙区制という大政党に有利な選挙制

度のもと、3割の得票で7割の議席得るという、決して

民意ではないことを為政者には理解願いたい。

さて、サッカーJ1で川崎フロンターレが初優勝しま

した。クラブ一丸となり「継続は力」を実践してきた

クラブ運営とそれを支えたサポーターにエールを送り

たいと思います。月例マラソンが市民ランニングの普

及、発展に貢献した人や団体に贈られる第30回ランナー

ズ賞に輝きました。全国各地で開催されている全ての

月例マラソンが対象です。まさに「継続は力」が月例

マラソンです。来年が良い年になりますように。(康)

恒例「お正月お楽しみ大会」を来年(2018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歳代・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）

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。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監察

か本部役員に連絡をお願いします。

小学生は小学生以下の部(1㎞

ファミリー)に参加をお願いし

ます。1㎞のナンバー仕分には

ご協力願います。1㎞の重複参

加は禁止しています。

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443回 2018年1月21日

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

１㎞Ｆ＝小学生以下

１㎞Ａ＝14200以下

１㎞Ｂ＝17000以下

１㎞Ｃ＝17000以上



＊＊＊今月の表彰＊＊＊
*連続150回参加賞 月例年間パス
Ｎｏ.2328 金子 和司（56）
Ｎｏ.2335 小林 久進（52）

*連続100回参加賞 月例年間パス
Ｎｏ.3161 久保田寿夫（57）
Ｎｏ.4935 長崎 浩一（49）
Ｎｏ.5355 伊藤 聡 （45）
Ｎｏ.5396 岡田 健吾（46）

*連続75回参加賞 別製ランニング
Ｎｏ.6631 冨川 義之（53）
Ｎｏ.8706 笹倉 隆弘（46）
Ｎｏ.8707 笹倉 里奈（44）
Ｎｏ.9007 多賀谷 実（54）

*連続50回参加賞 選択制
Ｎｏ.10689 細井 宏朗（45）
Ｎｏ.13064 中司 貴大（21）

*連続30回参加賞 選択制
Ｎｏ.12778 坪島 正浩（50）

Ｎｏ.15891 阿部 枝里（33）

*連続20回参加賞 選択制
Ｎｏ.14669 井上 剛 （49）
Ｎｏ.15906 本田 陽己 （4）
Ｎｏ.16102 森 郁翔 （4）
Ｎｏ.17235 小倉 篤人（10）
Ｎｏ.17236 小倉 薫人（14）
Ｎｏ.17247 川村潤一郎（43）
Ｎｏ.17248 川村 健悟 （8）
Ｎｏ.17252 石川 修大 （8）
Ｎｏ.17277 鹿島 謙一（43）
Ｎｏ.17295 尾崎 由香（45）
Ｎｏ.17296 尾崎 健吾（45）

*連続10回参加賞 ランニング
Ｎｏ. 6563 石川 直宏 （39）
Ｎｏ.15547 長谷川淳二（49）
Ｎｏ.16214 南 梨央 （7）
Ｎｏ.17589 北見龍太郎（14）
Ｎｏ.18197 清水奈津子（46）
Ｎｏ.18631 吉野 翠 （10）
Ｎｏ.18632 石川 陽樹 （8）
Ｎｏ.18634 園部 久美 （48）
Ｎｏ.18639 小池 美嶺 （2）

Ｎｏ.18641 高無七々華（11）
Ｎｏ.18653 遠藤そうすけ（7）
Ｎｏ.18659 石黒 寛久（46）
Ｎｏ.18660 石黒万寿美（48）
Ｎｏ.18662 古谷 英二（43）
Ｎｏ.18694 中野嘉一郎（53）
Ｎｏ.18707 栗原 彩葉 （7）
Ｎｏ.18717 正木 宏育（41）
Ｎｏ.18720 大島 梢 （39）
Ｎｏ.18733 石原 正嗣（49）
Ｎｏ.18734 市川 博明（42）
Ｎｏ.18741 山本 明徳（45）

*通算20回参加賞 ランニング
Ｎｏ. 6593 天野 健治（53）
Ｎｏ. 8345 伴 早知子（42）
Ｎｏ. 8442 國吉七都美（12）
Ｎｏ. 8443 國吉 俊一（46）
Ｎｏ.11369 吉田 明美（47）
Ｎｏ.13082 斉藤 三夫（71）
Ｎｏ.13202 安居院達弥（55）
Ｎｏ.15497 落合 将伸（41）

(敬称略)
◎連続と通算は重複しません。

第442回 マイロード 2017年12月17日（2）

写真は左から、No.3015近藤さん No.19610 根さん
No.19608 吉野さん

小金井公園走友会の仲間で
す。武蔵野市、花小金井か
ら来ました。No.3015の近藤
さんに誘われて吉野さん、
根さんは今回初参加です。
吉野さんは50歳からマラソ
ンを始めて30年続けてます。
来年は青梅マラソンを予定。
今はフルはやっていません
が70歳近くまでやっていま
した。フルマラソンはもち

ろん、海外の大会にも何回も参加しました。ロンドンマ
ラソン3回、根さんはホノルルも数回、近藤さんはボスト
ンも走りました。タイムは遅いけれどとにかく参加する
ことが楽しいですね。毎日の練習は小金井公園で雨天以
外の日は、5～10㎞走ってます。今回ここの月例も初めて
でしたが、楽しかったのでまた来たいと思います。

◇月例マラソンがランナーズ賞を受賞！！◇
第30回ランナーズ賞授賞式が11月30日に都庁前にある

ヒルトン東京で行われました。受賞者の背景としては、
長年にわたり市民ランナーとして模範的生活を送り、健
康であることの喜びやランニングの素晴らしさを多くの
人々に伝え、また、仲間を作りさらに地域の社会体育を
考えていく、そのような地道で有意義な活動をされてい
る個人、団体にその功績を讃えられ贈られました。
ランナーズ賞選考の指標としては、継続性・先進性・

アカデミック性独自性・社会貢献・チャレンジ・話題性・
ネットワーク・奉仕精神人間性を基準に選考されていま
す。今回の受賞者は、１団体・４名の個人に与えられま
した。１団体は月例マラソン・個人は山西哲郎さん・保
坂好久さん・松下耕太郎さん・田中英文さん・千尋さん
のそうそうたる面々です。
15時より授賞式開会、先ずは選考委員の紹介です。増

田明美選考委員長をはじめ７名の選考委員が紹介され、

委員長の講評と進み受賞者の紹介に移りました。約2分程
度の映像と共に紹介されました。月例マラソンの紹介で
は月例川崎マラソン・よこはま月例マラソンの写真をス
ライドショーで紹介後、台風の中で行われた月例川崎の5
00回記念のビデオが紹介され、皆さん驚いた様子で見入っ
ていました。
皆さんの紹介が終わり、表彰・受賞者の２分ほどのス

ピーチと一通りが終わり閉会となりました。その後増田
明美氏・瀬古利彦氏のトークショーで裏話など聞く事が
出来大変楽しく過ごす事が出来ました。又、増田明美氏
との記念写真を取る事が出来ましたその後アールビーズ
事業発表会を聞きながら会食行ない、終了しました。(笹)

【写真中央は増田明美さん、一人置いて左が佐藤RC会長、
増田さんの右側がスポーツ連盟石川理事長、藤本会長、
佐藤好行さん】

【編集後記】♪今年最後のマイロードとなりました。この1年
間沢山の笑顔で紙面を飾って頂いた皆様方、御協力有難うござ
いました。ひとつ聞いてください。先日飲食店に入ったら中で
働いていた若い女の子がマスクをしているにも関わらず、覗く
笑顔が何とも言えず思わず "その笑顔いつまでも大事にしてね
" と声をかけてしまった。そしたら" 向こうのお客様にも言わ
れました" 私も嬉しかった。帰って自分を鏡に映してみたら花
の種でも植えられそうな眉間の皺。あ～これで来年は花でも咲
かせますか❗☆来年もマイロード宜しくお願いします☆(尚)


