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第２１回みずまき月例マラソンの報告 

 

 ２月１7 日（日）、今年最初の月例マラソンを

開催しました。 

 当日は北九州マラソンと日程が重なりました。

その影響があるのか、参加者は２５名でした。 

いつもは月例マラソンの審判長をしていた田

渕好徳さんも、北九州マラソンの要員として参加

した関係で、同じ陸連審判員の資格を持つ西村文

男さんが審判長とスターターを務めました。 

今回の新規登録者は大人２名、小・中・高校生

５名、幼児１名の合計７名でした。これで、これ

までの登録者は合計２２８名となりました。 

レースでは、新規登録者の高校生が１キロ、３キロの種目で上位を占めました。レース後、イン

タビューしたところ、折尾高校駅伝部のメンバーとのことでした。 

 スタッフの集合時刻７時３０分時点では気温６度、その後競技終了時刻の１１時前には日差しが

出て１０度まで上昇しました。9 時 45 分にスタートした１０キロの種目のランナーは、途中で風

向きが変わり、向かい風に苦しみました。 

１０キロのトップランナーの方からゴール後、「自転車での先導に助けられました」とのお言葉

を頂きました。１０キロのランナーの方が１名途中棄権されましたが、今回も事故なく競技を終了

しました。 

福岡県陸協の審判員講習と登録について 

１．福岡県陸協による、平成３０年度審判員講習会が下記の日程で開催されます。 

ＦＲＣでは福岡県陸協の審判員資格を持っている方が、審判員講習会に参加および登録される時、

その必要経費（講習会資料代と審判員登録料）について補助をしています。 

該当する方は、事務局まで申請してください。 

但し、その補助を受けた方は、ＦＲＣ主催行事の審判業務について、参加が義務付けられます。 

●とき・ところ ３月９日(土)14 時～、九州共立大「深耕館」 ●講習会資料代 1,000 円 

 

２．新規資格取得希望者の方は、4 月？日(日)朝日記録会か 6 月？日(日)市民選手権にて、10 時

より鞘ヶ谷競技場で開催されます。新規受講者は資料代として 1,500 円が必要です。 

 

３．平成３１年度（平成３１年４月１日～平成３２年３月３１日）の日本陸連登録を希望の方は下

記の通りです。 

競技者登録    （２，５００円＋手数料５００円）３，０００円 

審判員登録 Ｓ級 （４，０００円＋手数料５００円）４，５００円 

       Ａ級 （３，５００円＋手数料５００円）４，０００円 

       Ｂ級 （３，０００円＋手数料５００円）３，５００円 

 

４．平成 31 年度の他地区審判員講習会は下記の通りです。 

中部地区：3 月 17 日(土)14:00～博多の森陸上競技場 

筑豊地区：3 月 11 日(日)10:00～近畿大学付属福岡高校 

京築地区：3 月 24 日(土)10:00～総合運動公園内研修センター 

注）ルールブック(価格 1,800 円)、ハンドブック(価格 1,700 円)を購入希望者は受付を審判講習

会場でしています。 



新年度の会費納入を！ 

2019 年度の会員更新の時期になりました。ＦＲＣは 2015 年 11 月に活動を再開してから、

3 年を過ぎました。この間、再開当時 19 名であった会員は現在、個人会員 19 名、ﾌｧﾐﾘｰ会員 8

家族-24 名、団体会員 4 ｸﾗﾌﾞ-98 名で合計 31 会員 141 名になっています。 

別紙案内により、引き続き会員を継続される方は 3 月末までに会費納入をお願いします。 

会費納入が無い時は、4 月から開催される「みずまき月例マラソン」の参加費割引（２００円引）

や「のおがた新春マラソン」の参加費半額が適用出来なくなりますので、ご承知くださるようお願

いいたします。振込先は下記までです。 

※郵貯を持っている方は ATM を使えば手数料が無料になります。 

〈郵貯〉記号番号 17410-96463341 加入者名 渕上一宏 

 

第 21 回みずまき月例マラソン記録一覧表 
【と き】２０１９年２月１７日(日）

【ところ】水巻町古賀（遠賀川河川敷１キロトラック） 

【種     目】１㎞・５㎞（９時スタート）、３㎞・１０㎞（９時４５分スタート） 

【参加者】25 人 

【気 象】９時現在 気温：8.0℃、湿度：54％、天気：曇り 

種目：１㎞ 種目：３㎞ 

順位 氏名 記録 順位 氏名 記録 

1 土井 一期 3′03 1 土井 一期 10′46 

2 南 京佑 3′17 2 前川 柊也 10′57 

3 前川 柊也 3′21 3 南 京佑 11′43 

4 村岡 潤哉 3′36 4 村岡 潤哉 11′58 

5 清水 太月 4′06 5 清水 太月 13′29 

6 浜尾 聡和 4′53 6 柴田 俊雄 16′23 

7 道脇 早俊 4′58 7 玉井 伸幸 16′47 

8 浜尾 公和 5′11 8 中村 光治 18′24 

9 田崎 健真 5′44     

10 中村 光治  6′08  

11 清水 勝 6′31  

12 中村 秀明 8′52  

13 中村 秀翔 8′52  

  

種目：5 ㎞ 種目：１０㎞  

順位 名  前 記録 順位 氏名 記録 

  1 池本 良二 21′32 1 久保 修二 38′56 

2 馬場 照彦 24′26 2 高村 政樹 41′47 

3 柴田 俊雄 26′46 3 池本 良二 44′54 

4 玉井 伸幸  28′13 4 道脇 早俊 51′29 

5 三島 靖洋 29′06 5 三島 靖洋 56′08 

6 坂田 浩太 32′54 6 椿 勝 56′24 

7 椿 勝 34′52 7 坂田 浩太 １°01′48

8 木戸 孝雄 34′58 8 清水 勝 １°04′21

9 三島 美佐子 35′12   

  

  

記録一覧表はインターネットでも見れます。下記ホームページを開いてください。 

 福岡県連盟｜新日本スポーツ連盟 http://www.njsf.net/zenkoku/pref/fukuoka/  

 



《役員だより》 

東京五輪のマラソン代表選手を決めるＭＧＣ（マラソン・グランドチャンピオンシップ）の出場

権争いは、特に男子がし烈になってきている。男子は先日の別大マラソンで資格者が 2４人となっ

た。箱根駅伝で近年トップを君臨する青学大出身者が初めて名乗り上げた。これまでの有資格者の

うちなんと 19 人が箱根駅伝の経験者だ。「駅伝がマラソンをダメにした」という本も出版された

ことがあったが、駅伝経験がその延長線上にあるような気がする。（神田） 


