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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！                                

  

  

     

 

 

昨年は大変お世話になりました。 

年明けの１０日より、新春マラソン大会が開催 

され、新しい年のスタートを切りました。 

新日本スポーツ連盟は昨年１１月１２日に

創立５０周年を迎えました。 

今年も「スポーツ 絆と平和 フェアプレ

イ」「スポーツきみが主人公」「スポーツは平和

と共に」のスローガンを高く揚げ、「国民のス

ポーツ権」を明記したスポーツ基本法の実質的

に機能させ、国民の多様なスポーツ要求を実現

させるためにスポーツで元気、生きる力が湧く

活動を旺盛に進めようと決意を固めています。 

  今年もどうぞよろしくお願い致します。 

新日本スポーツ連盟大阪府連盟 
 

 

 

新春年賀 ありがとうございます 
今年も年賀のあいさつありがとうございます。 

次の団体、個人の方々からお寄せいただきましたので、ご報告させていただき

ます。 
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１月１０日（日）第３２回大阪新春マラソン

大会は、堺市の大泉緑地公園（１周３，０２８

ｍ）で開催されました。当日は、天候にも恵ま

れ、新年の走り初めとしては絶好のコンディシ

ョンで、今回は２５都道府県から昨年よ

り５０名多い１，２０６名の参加申し込

みがありました。 

午前７時５０分に役員約８０人が集

合して、設営準備に精を出しての取り組みとなりました。 

受付９時開始とあって、多数の参加者が既に駆けつけていま

したが、役員が協力して受付前に準備完了して参加者を出迎え

ました。 

 受付では、今回大阪ランニングセンターが中心になって考え

てくれたエコバックの中に、ランニングハンドブック、プログ

ラム、小ポーチ、塩あめが入ったものと、ゼッケンを参加者に手渡して、非常にスムーズに混み

合うことなく対応していました。 

参加者は今回も幅広い年齢層の中、下は可愛らしい小学４年生から上はなんと８５歳の元気な

お年寄りまでの参加となっていました。 

今年で５回目となるランナーチップの導入によって、ゴールと同時

に記録証が発行され、完走した選手は記録証を手に喜びの笑顔が印象

的でした。 

また、種目はハーフ、１０ｋｍ、５ｋｍ、３ｋｍ、２ｋｍとあり、

年齢別に男女６位までが入賞となるので、表彰係も休憩する間もない

くらい金・銀・銅メダルと賞状を次々に手渡していました。 

その後は、心も温まるホットオレンヂを受け取り、温かい飲み物を

片手に顔がほころんでいたのが印象的でした。大会終了後は、役員全

員で後片付けをし、解散致しました。役員の皆さんには、大きな事故

等もなくスムーズに大会運営出来ましたこと心より感謝致します。 



３０ｋｍ　一般男子 1 48 藤原　悠希  1:42:47

2 29 浜田　浩佑  1:43:31

3 19 立間　淳弘  1:43:41

4 38 中村　優也  1:44:11

5 17 林　将太  1:54:16

6 20 前田　淳宏  1:56:46

３０ｋｍ　壮年男子 1 137 前田　邦彰  1:53:51

2 119 荒木　秀介  1:55:52

3 202 深田　誠  1:57:47

4 126 川辺　敬  2:00:25

5 159 三原　茂生  2:01:55

6 223 横尾　祐郁  2:02:14

３０ｋｍ　一般女子 1 301 北川　真由佳  2:07:04

2 302 中村　早哉香  2:48:33

３０ｋｍ　壮年女子 1 407 宇治　公子  2:09:36

2 410 風岡　さやか  2:09:38

3 428 武友　麻衣  2:11:57

4 420 松本　美幸  2:25:57

5 404 山本　広美  2:26:21

6 401 武田　久美子  2:29:45

出場選手入賞者一覧

種　目　名 順位 Ｎｏ. 氏　　名 タイム

 

１２月２０日（日）大阪ス

ポーツ祭典の最後の種目「３０㎞ロードレ

ース・大阪駅伝大会」が大阪長居公園周回

コースにて開催されました。 

１２月というのに全く寒さを感じること

なく、この日は大変暖かい中、３０㎞には

昨年より２０名ほど少ない２１６人、駅伝

も２０チームほど少ない２７チーム１３７

人、合計３５６人が参加して行われました。 

３０㎞ロードレースは、９時３０分の号砲とともにスタートし、１周２，

８１３ｍを１０周と１，８７０ｍを走る工程となっています。 

昨年から自動計測（チップ）を導入しての大会となり、ゴール前を通過す

る選手には、ピッピッと交信がされてい

ました。 

また、給水コーナーでは、お水・ポカ

リスエット・カステラ・チョコレート・

あめなどを用意していましたので、ラン

ナーの中には小休憩をとりながら楽し

く走っておられました。 

１１時１２分には、トップの藤原 悠

希選手（大阪府）が１時間４２分４７秒

の好タイムでゴールテープを切りまし

た。 

ゴールと同時に記録証が交付され、ゴールした選手から

も記録がすぐわかると好評を得ていました。 

壮年男子の１位は、前田 邦彰選手（京都府）が１時間

５３分５１秒でゴールし、その後続々と選手がゴールして

いきました。 

１～６位の入賞者は次の通りです。→→→→→→→→ 
 

駅伝大会 ２７チーム１３７人の参加！ 
 

大阪駅伝大会は、１３時１５分にスタ

ートし、２７チームが元気に駈け出して

行きました。 

昨年から駅伝大会は、１チーム２人か

ら５人が１組で１周２，８１３ｍを５周

するレースになりましたが、これまでよ

り若干少ない参加となりましたが、参加

された選手の皆さんは走っているいる人

の応援等に大変盛り上がりました。 

 レースは、男子の部では「近畿大学生

物理工学部」チームと「瀬戸ＲＣ」チームがトップ争いをしな

がら、最終的に「近畿大学生物理工学部」チームが５０分５８秒で優勝を飾りました。 

準優勝の「瀬戸ＲＣ」チームもトップと６秒差でゴールし、トロフィー、メダルと副賞を受け



順位 Ｎｏ

1 4 近畿大学生物理工学部  0:50:58

2 25 瀬戸RC  0:51:04

3 11 HISYS  0:54:03

順位 Ｎｏ

1 71 喜連西駅伝部Ｂ  1:20:40

2 72 喜連西駅伝部Ａ  1:21:21

チーム名 タイム

駅　伝　結　果

駅伝　男子

チーム名 タイム

駅伝　女子

取り、喜びの笑顔を見せていました。 

 女子の部では、「喜連西駅伝部」

ＡとＢチームの２チームだけの参

加になりましたが、普段はバレーボ

ールチームで汗を流しているだけ

あって、最後の最後まで両チームと

も精一杯走ってくれていました。 

 1位～３位までは次の通りです。

→→→→→→ 

 

 

 

 

 

１月８日（金）第５回府理事会

が開催されました。この日は、年

初めとあって、理事９名と川野顧

問と小東顧問も参加してくださり

合計１１名の出席で、スタートを

切りました。 

最初に、今年の３月に開催され

るスポーツ連盟全国総会への理事

推薦にて、渡邉理事長を現在同様

全国副理事長へ、関戸事務局長を

新たに全国理事へ推薦することを決めました。また、評議員も現在同様平野財政部長で決定致し

ました。 

その後、新しい年への各種目、理事としての抱負を述べてもらいましたが、体育館を使用する

種目では、行政の耐震工事の関係や新たにプロスポーツ団体の使用などで、場所の確保が非常に

難しいという話も出ていました。今年は、関西ブロックが中心となって、全国スポーツ祭典も開

催されますので、種目ごとに知恵と意見を出し合い、今年はチャンスの年ととらえ、組織拡大 

１０％を目指して頑張って頂きたいです。 

理事会後は、三木理事がおでんを用意して頂いていたので、参加者で和気あいあいとお酒を交

わしながら昔話やスポーツの話で盛り上がりました。 

 

毎年恒例のスノー祭典！只今参加者募集中です！志賀高原という広大なゲレンデ、講習やポー

ル体験、ビデオクリニックや交流会等、楽しんでいただける行事も計画しています。 

仲間を誘って参加をお待ちしています。 

 日 程：２０１６年２月１１日(木)昼出発～１４日(日)夜帰阪 
≪宿 舎≫ ホテル 山 楽 TEL：（0269）34-2217  

≪行事プラン≫ 往復バス昼便 （集合場所と帰阪場所は同じ。11日到着予定時刻 午後9時頃） 

①【 森ノ宮 】スポ連事務所前集合 出発：午後1時 

②【 阪急 水無瀬 】駅前バスロータリー集合 出発：午後1時45分 

≪参加費≫ 一般：43,000円 スキー協会員：41,000円 小学生以下35,000円  募集:80名 
（往復バス代、2.5泊5食、講習料、行事保険料、諸費を含みます） 


