
〈第２２回みずまき月例マラソン〉      向かい風と格闘！                 

 ３月１7 日（日）は１キロトラッ

クや駐車場が改良工事で使えないた

め、約１キロ下流にある猪熊駐車場

の１キロトラックに会場を移して開

催しました。 

 当日の夜明け前まで、時折雨が降

り、サイクリングロードの一部には

水溜りも残り、トンビや雲雀も低く

飛ぶ強風で、１０キロでは先導の自

転車がトップランナーに抜かれると

いうハプニングがありました。 

今回、新規登録者は３名あり、これで登録者総数は２３１名となりました。また一般男性の参加

者が新年度から福岡ランニングセンターに加入され、これで、ＦＲＣの会員は個人会員 20 名、

8 ﾌｧﾐﾘｰ 24 名、4 団体 82 名の合計 126 名になりました。（記録一覧表は裏面に掲載） 

改良工事が終わらない場合、4 月の月例マラソンも会場変更します。 

新年度の４月から雨天中止に変更 

 これまで、月例マラソンは雨天でも開催してきましたが、雨天の開催はスタッフの負担が大きい

うえに、計測器が濡れて計測できなくなることもあります。また、中止を早朝の現地で判断するこ

とは、雨でもスタッフ全員が集合することになり、交通費の支給も伴うことになります。 

 こうしたリスクを解消し、効率的な運営をどうしたら良いか、検討を重ねてきました。 

 その結果、４月から雨天中止として、その判断は、前日１７時の天気予報情報によって判断する

ことにしました。最終的には４月２１日予定のＦＲＣ総会で決定します。皆さんのご意見をお寄せ

ください。また、２０１９年度の案内を添付します。 

３月末までに会費納入を！ 

2019 年度も引き続き、福岡ランニングセンターの会員を継続される方は、3 月末までに会費の

納入をお願いします。個人会員は 2,600 円、ﾌｧﾐﾘｰ会員は 4,200 円、団体会員は 5,800 円です。 

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。振込先は下記です。 

※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 

マラソンの距離の由来  原田祥二郎（立屋敷給水スタッフ） 

単にマラソンといえば、フルマラソンのことで、その距離は４２．１９５㌔と決まっている。そ

の半端な距離について何故なのかとふと気になり、調べてみた。その結果、１９０８年の第４回ロ

ンドンオリンピック大会のコース設定に由来していた。 

大会は市内のスタジアムで開催され、マラソンは郊外のウインザー城の公園が出発点。そこから

競技場入り口までの 26㍄（４１．８４３㌔）と場内を３分の２周（３８５ヤード＝０．３５２㌔）

した決勝点までを合算したもの。ウィンザー城をスタートにしたのは、お城に滞在中の王族が窓か

ら見物できるように配慮し、又競技場を３分の２周にしたのは、ロイヤルボックスから最も見やす

い位置にゴールさせようとの意図があったからという。 

そのマラソンについて私は過去、ボストンマラソンをはじめ国内外の大会を通算１０７回走ってい

る。ベスト記録は４９歳の時の「第５回岡の里名水マラソン」（大分県）での３時間１８分３１秒

である。とても懐かしく思う。 
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《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

者が男女とも決定した。この中で過去オリンピックランナーを輩出してきた旭化成から資格者がゼ

ロというのは意外だった。しかし箱根駅伝で近年トップの座を占める青学大出身者が初めて名乗り

上げた。有資格者のうちなんと２０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） 

 

第 22 回みずまき月例マラソン記録一覧表 
           

【と き】２０１9 年 3 月１7 日(日）   【ところ】水巻町猪熊（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】  38 人          

【気 象】９時現在；気温 10℃、湿度 54％、天気 曇り      

           

種目：１㎞   種目：５㎞         種目：１０㎞  

順位 氏名 記録  順位 名  前 記録  順位 氏名 記録 

1 山本 雅也 3′50  1 大隈 暁 18′17  1 大隈 暁 36′25 

2 中島 若菜 4′15  2 神田 明彰 20′52  2 池本 良二 45′54 

3 江島 泰志 4′19  3 池本 良二 22′18  3 高橋 泰宏 46′40 

4 大隈 咲太朗 4′28  4 高橋 泰宏 22′19  4 小坪   寛 47′40 

5 清水 太月 4′41  5 小坪   寛 24′32  5 江島 泰志 47′55 

6 高橋 風大 5′03  6 石﨑 利治 24′58  6 萩尾 光昭 49′13 

7 浜尾 聡和 5′13  7 小川 知久 25′37  7 熊谷 浩志 49′28 

8 浜尾 公和 5′19  8 三島 靖洋 25′38  8 大村 亜矢 49′29 

9 石﨑 桐子 5′23  9 松島 直己 26′22  9 道脇 早俊 52′11 

10 田﨑 健真 6′02  10 大村 亜矢  26′22  10 石﨑 利治 52′15 

11 清水 勝 6′12  11 柴田 俊雄 26′41  11 高井 英範 52′23 

12 高橋 雄大 6′31  12 萩尾 光昭 26′58  12 横山 幸野 52′25 

13 中島 正継 9′53  13 中島 由紀 27′24  13 坂田 浩太 53′17 

      14 栗原 保 29′31  14 松島 直己 53′31 

種目：３㎞   15 高井 英範 30′29  15 小川 知久 54′13 

順位 氏名 記録  16 秋好 芳子 33′06  16 山崎 政計 59′53 

1 神田 明彰 12′51  17 和田 公秀 33′14  17 三島 靖洋 1°01′11 

2 山本 雅也 12′56  18 椿 勝 35′53  18 清水 勝 1°03′32 

3 清水 太月 14′03  19 三島 美佐子 36′41  19 椿 勝 1°09′04 

4 大隈 咲太朗 14′36  20 松島 照代 36′42  
 

 
 

5 中島 若菜 14′44        
 

 
 

6 中島 由紀 16′20  
   

 
 

 
 

7 栗原 保 17′26  
 

 
 

 
 

 
 

8 石﨑 桐子 18′59  
 

 
 

 
   

9 和田 公秀 20′14  
 

 
 

    

10 松島 照代 21′56  
 

 
 

 
   

11 秋好 芳子 21′56  
 

 
 

 
 

 
 

12 中島 正継 26′35  
 

 
 

 
   

    
 

 
 

 
   

〈問合せ先〉          

福岡ランニングセンター（〠806-0013 北九州市八幡西区清納 1-1-10 tel・fax093-662-9278）  

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/ 

 


