
【9月の月例 1㎞Fの部】

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、必ず監察員か本部役員に連絡をお願い

します。また、安全確保の立場から、イヤホンの使用を

禁止します。一般の通行人の方からの苦情が後を絶ちま

せん。「接触した」との苦情が横浜市に寄せられていま

す。こうした事が頻繁に起これば例会中止もありえます。

コースの右側は必ず空けるようにお願いします。

★今月から20㎞再開です★
今月から20㎞再開です。20㎞に参加される方はバーコー

ドの名札に緑のカードを差し込んで、正面から見える左

胸につけるようお願いします。

◆台風19号は12日夜から13日未明にかけて東日本を縦断、

死者79人・6人が行方不明、甚大な被害が発生。記録的大

雨で河川24ヵ所で堤防が決壊し周辺が大規模浸水しまし

た。被災した方々に心からお見舞いを申し上げます。

9月22日、大和市スポーツセンター競技場にて第57回神

奈川県スポーツ祭典陸上競技大会が開催されました。前

日まで悪天候との予報でしたが、当日は晴れ間も出るほ

どの良い天気でした。大会が終了するまで天気が持った

ので助かりました。今年は中学生の参加が多く、とても

賑やかな大会になりました。

全体では300人前後の参加になりました。種目は100ｍ

の人気が高く、男女合わせて167名がエントリーしました。

逆に人気のない種目は女子400ｍで参加者０人でした。表

彰は3位までメダルがでるので狙い目です。この大会は一

般の部だけでなく、中学の部、壮年の部もあり、自分の

年齢に合わせて競うことができます。技術水準にかかわ

りなく誰もが参加

できる大会として、

陸連登録をしてい

ない方でも気軽に

参加できます。ぜ

ひ来年は参加して

みてはどうでしょ

うか？

◇川崎市連盟が浸水被害◇台風19号の影響で広範囲
に冠水した川崎市中原区にある川崎市連盟の事務所が浸

水被害に見舞われました。浸水被害の報告を受けて、月

例役員とボランティアが掃除と片付けにあたりました。

周辺住民とあわせて、一日も早い復旧を祈ります。

小学生以下の参加者は8：30ス

タートの小学生以下の部に参加さ

れるようお願いします。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・高校生以下は 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465回 2019年11月17日

＜eメール＞yokogetsu1@yg.jpn.org ＜ＨＰ＞ http://yokogetsu.jimdo.com/ ＜Fccebook.com/yokogetsu.jp＞

１㎞Ａ＝14200以下

１㎞Ｂ＝20000以下

１㎞Ｃ＝20000以上

＜ボランティア募集＞①ラン
ナーの立場に立ってサポート
できる。②毎月第三日曜日に
参加できる。この二点が条件
です。参加された場合、交通
費として、3,000円をお支払し
ます。受付まで。



＊＊＊今月の表彰＊＊＊

*連続200回参加賞 月例年間パス
Ｎｏ.1691 染谷 功（56）

*連続100回参加賞 月例年間パス
Ｎｏ.8683 山田 宣之（50）
Ｎｏ.8684 山本 崇司（39）
Ｎｏ.8709 小山 暢宏（47）
Ｎｏ.8710 小山 直己（78）
Ｎｏ.8858 新田 陽祐（41）

*連続75回参加賞 別製ランニング
Ｎｏ.12670 鈴木 香（50）

*連続50回参加賞 選択制
Ｎｏ.15527 浦川 雄介（46）

Ｎｏ.16100 三尾 尚大（6）

*連続30回参加賞 選択制
Ｎｏ.18188 下平 武明（45）
Ｎｏ.18422 下平 大覚（9）
Ｎｏ.18907 下平 かのん（6）

*連続20回参加賞 選択制
Ｎｏ.19393 坂入 環（4）
Ｎｏ.20056 加島 健汰（9）
Ｎｏ.20057 西井 悠悟（8）
Ｎｏ.20083 白濱 圭一（51）
Ｎｏ.20137 市川 大介（57）

*連続10回参加賞 ランニング
Ｎｏ.3594 水飼 俊秀（43）
Ｎｏ.20241 東海林 敏昭（66）

Ｎｏ.20358 山口 幸太郎（12）
Ｎｏ.20525 木村 雄一郎（32）
Ｎｏ.20605 倉地 杏実（12）
Ｎｏ.20890 金井 英司（47）
Ｎｏ.20983 喜村 真美（45）
Ｎｏ.21175 竹田 好晴（52）
Ｎｏ.21262 森元 学（48）

*通算20回参加賞 ランニング
Ｎｏ.3675 岡田 幹太（56）
Ｎｏ.8602 中村 正広（47）
Ｎｏ.15119 挾間 優佳（35）
Ｎｏ.17263 早川 学（44）
Ｎｏ.17770 伊原 歩（7）
Ｎｏ.19039 木本 直太朗（7）

(敬称略)
◎連続と通算は重複しません。

第464回 マイロード 2019年10月20日（2）

No.1760 城平理恵さん No.1686 城平 徹さんご夫妻

(理恵さんはあと5回で200回達成

します。徹さんは連続201回達成！)

今日は子供達は塾だとか色々

な用があり来てませんが、いつ

も家族で参加してます。今は16

歳と12歳になった子供達が、お

腹にいた時にはウォーキング、

出産して2ヵ月からベビーカーに

乗せて参加してました。フルとハーフは10年以上やって

いません。この月例一筋で、ここに来れば充分です。練

習はこの辺りで。自宅が近い事もあり新横浜公園から自

宅までの6㎞位を、平日早起きをするようにして5時には

走っています。月間140～150㎞でしょうか。健診の数値

はあまり良くないんです。2人で飲んじゃいますから！

No.18083 白井布美子さん

大田区から来ました。この月例は、

数年前に初めて東京マラソンに当たっ

た時、その練習の為に参加するよう

になりました。当たる前はせいぜい5

㎞位しか走ってなくて…。その年は

東京マラソンの2週間後に横浜マラソ

ンにも参加。でも横浜の方が走れま

した。最近はトレランを始め、その

方が楽しくなってきました。"かまくRUN" というクラブ

に入っています。普段は鎌倉の山や時々箱根に行ったり

してますが、今は台風の影響で暫く鎌倉の山に入れてま

せん。5月の横須賀・三浦100㎞・63㎞みちくさウルトラ

マラソンの63㎞にも参加。10月は今年で最後の大会にな

る福島の"伊南川100㎞ウルトラ遠足" に出る予定です。

No.19491 内木寛之さん

ここはH.Pで探しました。フルマラソ

ンを走る為に月例に来ています。昨年の

湘南国際マラソンは2:38で15位でした。

10月末の島田大井川、12月初旬の湘南国

際、翌3月の静岡マラソンという大体こ

の流れで毎年やっています。

日曜日に自分の主催で山下公園を会場に練習していて、

仲間からは、"うっち～練" と呼ばれてます。色々なレベ

ルに合わせてお互いを高め合っています。月例は凄くい

い練習になっています。

No.21202 松丸勇馬さん

走歴2年半くらいですが、ハーフ

を2～3大会でて 今年フル、ウルト

ラマラソンにデビューしました。

ちなみに 1月勝田全国(記録3:42)

3月古河はなもも、5月柴又100㎞

ウルトラ。柴又の100㎞ウルトラは

凄くきつかったです。制限時間14

時間で記録は11時間27分でした。

始めは60㎞にしようかなと思ったのですが、ランニン

グサークルのイベントで熱い誘いを受け、どうせやるな

ら100㎞と思い完走しました。

青い空の9月下旬、鶴見川で

はカワラヒワの声があちこちか

ら聞こえてきました。カワラヒ

ワはスズメと同じサイズで、一

年中見られる小鳥です。冬場に

は河原で大きな群れになるので

目立ちます。翼にきれいな黄色い斑があり、声もキリキ

リコロコロと軽やか。この日はそのキリコロの声が、草

むらから聞こえるエンマコオロギの声とちょっと似てい

ると思いました。これは9/25（水）に鶴見川土手で撮っ

たカワラヒワです。(日本野鳥の会・川沢祥三)

【編集後記】この度の台風19号の被害に遭われました皆

様には心よりお見舞い申し上げます。日本は自然災害に

襲われやすい地球上の位置にあります。古来から多くの

教訓は伝えられてきましたが、その中でも各地の民話と

いう形での伝承もそのひとつかと思います。考えたら妖

怪、河童や龍・・・皆さんがご存知の民話には奥深いも

のがあります。ハード面は変われど、人の気持ちはいつ

の時代も同じでありますように。（尚）


