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２００９年さよなら駅伝、３０ｋｍロードレース 

小学生駅伝、６２２人が参加！ 
 

 １２月１３日（日）晴天の長居公園にスポーツ連盟大阪の今年最後を飾る小学生駅伝、一般駅

伝、３０ｋｍロードレース大会が開催されました。 

 この日は、小学生から高校生、大学生と７４歳の高齢者まで、６２２人が元気にチャレンジで

す。 

小学生が元気にスタート 

 

 

 

 

 

 

 

午前１０時に小学生駅

伝（１チーム、４人）の第

一走のランナーが家族の

見守る中を元気にスター

トしていきました。前走す

る自転車を追い抜きそうな勢いで走り抜けて行きました。 

長居公園周回コースは、１周２，８１３ｍを２周し、１人１，４００ｍ

を走る小学生駅伝は、今年は１６チーム、男子の部、女子の部、混合の部

の３部門で競われました。リレーゾーンでは、子供達の真剣な顔がランナ

ーを待ち受けていました。 

トップは混合の部の信太Ｂチームが２０分１９秒で晴れやかにゴール

テープを切りました。 

３位までの各部門の入賞チームに知事賞状、大阪市長楯、メダルが各選

手の首にかけられると全員が大喜びでした。 
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小学生駅伝大会では、各チームよりご父兄２人がコース上の警備として、協力していただくこ

とになっており、お父さんお母さんの協力で今年も無事終了することが出来ました。ご父兄の皆

さん本当にありがとうございました。 

 

さよなら駅伝大会６７チーム、３４２人が激走する！ 

 

午前１１時からは、一般の駅

伝大会です。今年は６人組のチ

ームが増えて、４５チームの参

加があり、熱戦が繰り広げられ

ました。 

午前１１時に号砲とともに、

６７チームの第１走者が声援

を受けて、飛び出して行きまし

た。高校の陸上部や大学陸上同好会、職場でチームを

作って外科病院チーム、居酒屋組、温泉組、さらに自

民党と名乗るチームまで、みんなで力を合わせて時間

短縮をと出迎えるランナーから、「ナイスラン」の声が

かかっていました。 

レースは、

駅伝Ａ組（４

人組）は『星

翔高校』が４

３分２９秒と他を寄せ付けずに優勝しました。駅伝Ｂ組

（３人組）は、『バテたら歩きます』チームが、３２分

１５秒で優勝。駅伝Ｃ組（６人組）は、『同志社陸上同

好会Ａチーム』が５６分１４秒で見事に優勝を飾りまし

た。 

上位３位までにトロフィーとメダル、知事賞状、教育

委員会賞状、市長楯が渡され、喜びを表していました。 

最終チーム『ちちんぷいぷい②』は１時間２９分２８秒でゴールし、無事終了しました。 

 

成績各３位までは次の通りです。 

 

３０ｋ 一般 男子 

優 勝  平池 宏至    １時間４５分５２秒 

準優勝  野寄 慎一郎   １時間４６分３４秒 

     ３ 位  金川 晃     １時間４９分２５秒 



壮年 男子 

優 勝  鈴木 直政    １時間５０分１５秒 

準優勝  山田 和信    １時間５２分５９秒 

     ３ 位  畑中 健二    １時間５４分２３秒 

一般 女子    

優 勝  矢野 由佳    １時間５６分４８秒 

準優勝  桑原 絵理    ２時間０６分４３秒 

     ３ 位  立川 千晴    ２時間５１分０１秒 

壮年 女子  

優 勝  馬渕 瑞穂    ２時間０６分４９秒 

準優勝  森 有紀子    ２時間１２分０４秒 

     ３ 位  三浦 彩花    ２時間１２分２９秒 

 

 

駅伝 Ａ組（女子） 

優 勝  星翔高校        ４３分２９秒 

準優勝  同志社陸上同好会Ｃ   ５０分５７秒 

    ３ 位  さんがくぶ       ５７分２２秒 

 Ｂ組（一走女子）  

優 勝  バテたら歩きます！！  ３２分１５秒 

準優勝  神大ﾏﾗｿﾝ同好会５    ３２分４８秒 

    ３ 位  神大ﾏﾗｿﾝ同好会４    ３３分０６秒 

 Ｃ組（男子） 

優 勝  同志社陸上同好会Ａ   ５６分１４秒 

準優勝  チーム ガチャピン   ５７分１６秒 

    ３ 位  チーム ノーパン    ５７分３８秒 

 

 

小学生駅伝 男子の部  優 勝  ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞみはらＡ    ２０分３８秒 

準優勝  東大阪市立孔舎衙小ｷｯｽﾞ     ２２分３８秒 

            ３ 位  ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞみはらＢ    ２３分１０秒 

女子の部  優 勝  緑ヶ丘小学校         ２２分１１秒 

            準優勝  交野Ｋ．Ｓ．Ｒ．Ｃ．ﾁｰﾑ嵐    ２３分０６秒 

            ３ 位  ｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞみはらＣ    ２４分０５秒 

混合の部  優 勝  信太Ｂ            ２０分１９秒 

            準優勝  玉島白川陸上部Ａ       ２０分２５秒 

            ３ 位  信太Ａ            ２１分００秒 

 

 

 ２０１０年、走り初めの新春マラソン大会は、１月１０日（日）に堺市大泉緑地公園周回道路

で開催されます。すでに７２４人の応募があり、新春にさわやかなスタートを切ろうとランナー

から熱いメッセージが寄せられています。 

 大阪ランニングセンターでは、快走クラブ、泉北ＲＣ、河内長野Ｗ＆Ｒのメンバーの協力で初

春の一大行事を成功させるために、準備を進めています。 

 当日は、小学生、中学生、高校生では野球部が集団で申込みがあったりして、それぞれ新しい

年のスタートを切ろうとしています。 



 理事会だより 
 

１２月１１日（金）に第５回理事会を開催し、１１月の種目代表者会議（１１/１３）以降の

活動と大阪スポーツ祭典のまとめ、全国競技大会を終えて、また来年の第２９回全国総会の代議

員派遣などで討議しました。 

 

【労山と話し合いをする】 

大阪労山との話し合いについて、１１月２

０日（金）に労山事務所で行い、労山からは、

服部理事長、佐々木常任理事、スポ連からは、

川野事務局長、溝口理事が出席して、この間

の労山のスポ連脱退について、話し合いが持

たれました。 

スポ連からは、労山の脱会は、スポ連規約

に基づけば正式にされておらず、まだ未承認

で、労山の脱会理由によると財政が厳しい状

況で、スポ連としては連盟費は当分保留を考

えていること、それよりも労山とスポ連は、

スポーツ界の民主的発展を求める運動で共有

する団体として、引き続きスポ連に加盟し、

大阪のスポーツ発展に協力協同して運動を続

けて欲しいと申し入れを再度しました。 

労山は、その後常任理事会を開いて検討し、

スポ連の活動や日本のスポーツ界の動きなど

をもっと知って新たな関係を継続していくと

の返事を受け、新しい年明けから相談してい

くことになりました。 

 

【各種目の取り組み】 

11/15(日)  奈良歴史の道を歩く    60人 

14～15   第 43回全国軟式野球大会  

15道府県 16 ﾁｰﾑ 

（大阪ｽﾎﾟｰﾂ 11月号参照） 

 22～23  ﾜｲﾜｲﾃﾆｽﾂｱｰ（和歌山）    40人 

 22    ｻｯｶｰ西日本大会（舞洲） 

 〃    北大阪ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 40周年記念ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ 

（大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ H） 

 〃    野球秋季大会 決勝（桜の宮） 

    〃 特別大会   （ 〃 ） 

21～22  全国ﾃﾆｽ大会（福岡） 

  〃  〃 卓球大会（岩手） 

11/22       全国ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会（埼玉・東京） 

29     第 3回後期大阪ﾘｰｸﾞ卓球大会（金岡） 

12/3    快走ｸﾗﾌﾞ忘年会（府連） 

  5    五山送り火ｳｫｰｷﾝｸﾞ（京都） 31人 

（大阪 6人） 

  6    泉北 RC25周年ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ（H ﾘﾊﾞﾃｨｰﾌﾟﾗｻﾞ） 

 〃    全国ｻｯｶｰﾌｧｲﾅﾙ大会（神戸） 

 〃    第8回羽曳野ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ卓球大会（羽曳野） 

〃    第 3回年齢別ｵｰﾌﾟﾝｼﾝｸﾞﾙｽ大会（靭ｺｰﾄ） 

 

大阪スポーツ祭典は、４９０チーム４，５

９１人（１４人増）で閉幕しました。 

 テニス、バレーボール、登山、駅伝、３０

ｋロードで参加者は増えています。 

 陸上大会では、10,000m、5,000mが参加者が

多く制限人数が必要となっています。 

 

【全国競技大会】 

野球大会は、大阪野球協が主管して成功裡

に終えた。 

サッカーは、大阪セントラルＦＣが全国優

勝を果たした。テニスは、混合で優勝、男ダ

ブルス２位。野球は、ベスト４。バレー男子

は、優勝、女子は準優勝の成績でした。 

 

【第２９回全国定期総会】 

２０１０年３月１３日（土）～１４日（日） 

神奈川県横浜、鶴見大学講堂   

大阪から代議員 ５人 

 


