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みんな好きやねん フェアプレー            

スポーツ きみが主人公！              

スポーツは平和とともに！                                

   

     

 

３月１日（日）天気予報通りの朝から雨となりました。 

 午前７時にヤンマーフィールド長居に集合した役員は、雨の中での準備となりました。 
 午前８時には、受付が開始され、フルマラソンは競技場エントランス、ハーフマラソンは、室
内練習場で受付となり、ナンバーカード、プログラムが手渡されました。選手の荷物預かりや貴
重品預かりも設けられ、役員の奮闘があり
ました。 
 ９時３０分には、スタート地点への誘導
が行われ、１０時に雨降る中の号砲が鳴り、
元気にスタートしていきました。 
 ハーフマラソンは周回コースと競技場
を６周でゴール、フルマラソンは１２周でゴールのレース内容となっており、雨が降りしきる中、
ランナーは雨対策の服装で走っていました。 
 競技場に毎回入ってきて、周回チェックの自動計測の上を走り、又外周へと走って行きます。 

 ハーフのトップランナー、石山 典正選手（滋賀県）は、１時間１３分４４秒でゴールテープ
を切り、会場からも大きな声援の拍手が起こっていました。 
 次々とゴールするランナーには、すぐに完走証が手渡され、参加賞のキャタピラン(結ばない
靴ひも)が渡されていました。 
 ゴール後、表彰もスムーズに行われ、各部門（一般の部、４０才～５９才の部、６０歳以上の
部）の男女６位までに入賞した選手にメダルと副賞が授与され、みんな喜びの笑顔で記念写真に
おさまっていました。 
 一方、フルマラソンは、常にトップをキープしていた田中 竜太選手（東京）が２時間３４分
０１秒でゴールテープを切り、これも大きな声援が贈られていました。 
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〈男子〉 〈女子〉
1 田中　竜太  2:34:01 1 脇田　亜希子  3:22:59

2 廣森　一馬  2:43:06 2 炭谷　佳奈  3:28:17

3 西村　鴻  2:43:21 3 冨賀見　睦  3:56:24

4 石井　秀則  2:46:43 4 夜久　有子  3:59:21

5 吉村　茂己  2:49:16 5 山本　聡美  4:16:10

6 片山　草太  2:49:29 6 仲嶋　弘子  4:17:01

フルマラソン大会　成績一覧

〈男子一般〉 〈女子一般〉
1 石山　典正  1:13:04 1 村田　さやか  1:39:32

2 中根　孝太  1:14:47 2 松生　美樹  1:43:45

3 曽我　信太  1:16:23 3 佐々木　智子  1:49:04

4 額田　幸佑  1:16:38 4 小野寺　智子  1:54:15

5 北川　昌宏  1:16:39 5 廣岡　奈真  1:56:16

6 西田　健一郎  1:16:45 6 本庄　千冬  2:00:23

〈男子壮年40～59歳〉 〈女子壮年40～59歳〉
1 堀崎　敦史  1:18:04 1 鮫島　由加子  1:42:21

2 小倉　範夫  1:21:18 2 山道　尚実  1:42:29

3 戸谷　和博  1:21:59 3 安神　久子  1:52:12

4 新居　健  1:22:23 4 立岡　忍  1:56:16

5 出口　昌朋  1:23:53 5 溝口　かおり  1:56:25

6 前田　佳蔵  1:23:55 6 落合　幸子  1:56:31

〈男子壮年60歳以上〉 〈女子壮年60歳以上〉
1 山本　秀男  1:31:16 1 伊東　芳恵  1:43:23

2 松本　一之  1:31:48 2 矢野　政子  2:05:17

3 島岡　邦彰  1:32:19 3 谷口　チエ子  2:12:06

4 佐藤　義明  1:32:45 4 出口　和子  2:12:06

5 茂腹　芳信  1:32:53 5 貞山　良子  2:24:10

6 升田　昭  1:35:18 6 藤田　富美子  2:26:40

ハーフマラソン大会　入賞者一覧

 今年からフルマラソンも６位まで入賞者に表彰があり、入賞者から大変喜ばれていました。 

 優勝者男女には、岡崎杯が授与され、メダルと副賞が渡されました。 

 女子の優勝者は、３連覇達成でこれで岡崎杯が３つになったと喜

びを語っていました。 

 フルマラソンは、６時間計測とあって、長丁場でした。 

 場内監察を毎年引き受けてくれているサッカー協のメンバー達

は、雨合羽も利かないぐらいの雨の中、大奮闘でした。 

 レースは、午後４時の制限時間で、６時間２２分３５秒を最終ラ

ンナーとなり、無事終了することが出来ました。 

 雨は最後まで止まずじまいで、今回は１，６７３人の応募で６９８人が棄権となりました。 

 ハーフ、フルとも６位までの入賞者は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 
 ２月８日（日）毎年
恒例のフル・リレーマ
ラソン大会を開催しま
した。参加チームは、 
２２７チーム、１，４

６０人でした。早朝からの雨
でどうなるのかが心配でした
が、スタートと同時に雨があ
がり一安心でした。 

 ヤンマーフィールド長居（長居第２陸上競技場）を使
っての大会として定着を計り、メインスタンドも各チームの選手、応援者でほぼいっぱいになっ
ていました。 
 周回コースより、スタートし、競技場の中でリレーして、１３周して４２．１９５㎞になるコ
ースで、競技場内のリレーゾーンでは、タスキを引き継ぐランナーで引き召し合っていました。 
 「ナンバーカード〇番のチームいませんか？」とアナウンスしても一向に表れないチームもあ



り、呼び出す役員も必死でアナウンスしていました。 
 レースは、「Ｅａｓｔ Ｄｒａｇｏｎ Ｒｅｖｅnｇｅｒｓ」チームが終始トップを走っていま

したが、途中から

「陸戦会」チーム

が追いつきトップ

の座を奪い、２時

間２８分４４秒で

優勝に輝きました。

１着で競技場に入

って来た時には大

きな拍手が沸いていました。 

マスターズの部は「Ｐ－Ｍａｎ」チームが、２時間３４分１２秒で優勝しました。 

女子の部は「ＳＯＲＡ太田組」チームが３時間３４分１２秒で優勝しました。 

今回もゴールと同時に記録証が発行され、各周回毎のタイムも出て、走った選手の記録がわか

り、各チームで話題となっていました。 

レースは、最終ランナー４時間１０分３６秒でゴールし、１４時過ぎには、競技は無事に終了

しました。 

一般の部、マスターズの部の入賞者は６位まで、女子の部は３位までそれぞれトロフィーと副

賞が渡され、記念写真に納まっていました。 

申告タイム賞は、３時間までのチームでは「ランボルギーニ」チーム、一般男子４位、申告タ

イム２時間４０分が、記録２時間３９分５４秒で４秒差でした。３時間以降のチームでは「元気

走クラブ」チーム、一般男子１７６位３時間５０分のドンピシャリで、申告タイム賞をゲットし、

それぞれビール券１０本分が渡されました。 

 

  

 ２月１５日（日）ウォーキング２月例

会は雪の金剛山へ行って来ました。 

南海線河内長野駅に、この日は８人の参

加で、バスターミナルにはリュックをかついだ男女、家族連れが長蛇の列になっ

ていました。 

１台バスが満員で出発し、その後の臨時バスに、ギューギューに詰め込まれて、金剛山ロープ

ウェイ終点まで、曲がりくねった道を身体も揺られて４０分で到着です。 

「バスで疲れてしもたわ」の声も聞かれ、準備運動をして、一行は金剛山を目指しました。 

途中、雪が凍るところがあり、早速アイゼンを付けて登りました。段々と雪も多くなり、雪道

をザクザクと踏みしめて歩きました。 

途中にロープウェイ駅の近くの広場には、子供達、家族連れが楽しそうにソリに乗って滑って

いました。やっと昼に頂上に到着して、売店でカップラーメンを買い、温かいラーメンで寒さを

しのぎました。 

頂上は、０℃でした。大勢の人が昼食をしており、場所探しも大変でした。 

金剛山頂１，１２５mの立て看板の前で記念写真を撮って、また来た道を下りました。 

下りは、楽なようでも急斜面で転ばないようにと足元をしっかり踏みしめて歩きました。 

「膝が笑い出したわ」と声が出るほど厳しい下山に転倒する人も出て、「大丈夫ですか」の声

を掛けながら無事下山し、待っているバスに今度は全員が座れて、駅に到着しました。 

最後のストレッチをして、元気に帰路へと向かいました。 



 

 

 

新日本スポーツ連盟第３１期第１回全国評議員会が、２月２１日～２２日の 

２日間、東京・武蔵野美術大学、新宿サテライトに於いて開催されました。そこで、

討議確認された内容の１部をニュースＮｏ．１で紹介します。 

 

★創立50周年を運動と組織の前進のなかで迎えよう 
第31回全国総会は「連盟創立50周年を運動と組織の前進の中で迎えよう」と呼びかけました。

それから1年、競技会などスポーツ活動の面では引き続き広がりがあるものの、組織面で見ると、

各種目組織、都道府県連盟からの報告では、横ばいないしは若干減少気味という状況です。 

 その原因は今日の国民生活の厳しさ、社会的経済的な困難にその重要な要因があることは間違

いないでしょう。しかし、こうしたときだからからこそ「だれもがスポーツを楽しめるよう 

にする」ことを使命としてきたスポーツ連盟の真価を発揮するときではないでしょうか。 

 そのためには、新たな知恵と対策が必要です。全国連盟は、創立50周年にむけ、各種目組織と

都道府県連盟のみなさんとともに、連盟組織を大きくするための取り組みに大いに力を注ぎた 

いと考えています。具体的には、10％増を目安に各連盟組織が自主的な目標と計画を立て、推進

していきます。可能なかぎり、4 月をめどに計画と目標を立て第1 歩を踏み出しましょう。 

（全国連盟理事長・和食昭夫） 

  
 ２月２２日(日) 住之江公園野球場 

まだまだ野球が大好きな４０歳以上の

方で構成されたチームで参加する、第

５回マスターズ軟式野球大会が開催さ

れました。各府県連盟の交流を目的に

始まったこの大会も今回で５回目にな

り鹿児島県、高知県、徳島県、大阪府

の代表チームが大阪府の住之江公園野球場に集まり、1日野球を楽しみま

した(^^)...試合が終わった後は、腰や足が痛い痛いと言っている人が多

数おりましたが、皆さんの顔は晴れやかで本当に野球を楽しんでおられま

した♪ 

日 時  ４月１０日（金） ＰＭ６：３０～ 

場 所  大阪城公園南側駐車場附近 

       桜の見頃の所を見つける 

参加費  １人 ５００円 各自１品持ち寄りとします。 

       ビール・酒は、用意します。 

参加対象 各種目で人選して下さい。準備の都合もありますので、  

出席人数をお知らせください。 
☆場所が分からない場合は、０９０－２０１９－２４８４ 川野まで 

   

春季陸上記録会に参加して自分の記録を測定しよう！ 
 マラソンシーズンが終わろうとしています。これからは、陸上トラックの季節を迎えます。 

 短距離、中、長距離と４００mトラックで走るのもまた楽しいものです。 

 ５月の新緑の服部陸上競技場で自分の走りを試してみませんか？ 

お待ちしております。５月１０日(日) 服部陸上競技場 ＡＭ９：３０～ 


