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 ３月３日（日）第３５回大阪４２．１９５ｋｍフルマラソン大会と第６回大阪ハーフマ 

ラソン大会は長居公園マラソンコースにて開催されました。 

 フルマラソン ６９９人、ハーフマラソン ５６６人

のさんかで昨年より３９２人増となり、マラソンブーム

は根強くあるようです。 

 午前７時に長居第２陸上競技場に役員が集まり、受付

の準備コースの５㎞ポイント設置や給水場での準備にと

奮闘していました。 

 今年から長居第２陸上競技場を使って、ゴールは競技

場に入ってするやり方をとり、又自動計測（チップ）を導入して完走証の発行、表彰式も

スムーズに流れ、選手からもゴールしてすぐに完走証が出されて大変喜ばれていました。 

 この日は天候も良く、ランナーも気分良く走っていました。  

 少し気温が上がり出すと、水、アメ、チョコ、バナナ、レモン、パンなどが用意されて

おり、立ち寄ってバナナやチョコを掴み、走り出

して行きました。 

 給水係９人も紙コップの回収やバナナなどの

皮の回収などで忙しく動き回っていました。 

 レースは、ハーフ一般男子の村上 直樹選手（大



〈男子〉〈男子〉〈男子〉〈男子〉 〈女子〉〈女子〉〈女子〉〈女子〉

1111 松井 一矢 1111 木村　智香子

2222 沖 和彦 2222 中村 多賀子

3333 久保　亘 3333 栗山　玲子

4444 松本 明 4444 藤田 陽子

5555 十河 正弥 5555 小林 美由紀

6666 芳川 博行 6666 前垣　泉

7777 番匠 正憲 7777 寺井　文代

8888 山口　匠 8888 村上 瑞

9999 福井 敦 9999 樋口 友子
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フルマラソン大会　成績一覧フルマラソン大会　成績一覧フルマラソン大会　成績一覧フルマラソン大会　成績一覧
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〈男子一般〉〈男子一般〉〈男子一般〉〈男子一般〉 〈女子一般〉〈女子一般〉〈女子一般〉〈女子一般〉

1111 村上 直樹 1111 早元 みゆき

2222 中村 智明 2222 西坂　有希子

3333 津川 貴司 3333 氏原 理菜

4444 井上 友成 4444 堀内　悠香允

5555 山本 晃嗣 5555 前田　知実

6666 米村 タケル 6666 辰巳 香織

〈男子壮年〉〈男子壮年〉〈男子壮年〉〈男子壮年〉 〈女子壮年〉〈女子壮年〉〈女子壮年〉〈女子壮年〉

1111 川前　紀尚 1111 尾畑 ゆかり

2222 小野寺 毅 2222 長野 優子

3333 上田　宏則 3333 浅香 美穂子

4444 石田 智 4444 ドナ ジュリー

5555 牛尾 智徳 5555 内谷　美由紀

6666 戸谷　和博 6666 越智 由美

ハーフマラソン大会　入賞者一覧ハーフマラソン大会　入賞者一覧ハーフマラソン大会　入賞者一覧ハーフマラソン大会　入賞者一覧

 1:35:08

 1:45:36

 1:50:33

 1:50:43

 1:15:00  1:32:00

 1:16:46  1:44:47

 1:13:51

 1:16:09

 1:16:36

 1:18:26

 1:18:32

 1:17:59

 1:20:39

 1:21:33

 1:21:36

 1:59:38

 1:59:55

 2:01:00

 2:03:56

 1:46:20

 1:47:10

 1:24:15

阪市）が１時間１３分５１秒でゴールし、次々と選手のゴールが始まりました。 

 ハーフ壮年男子の川前 紀尚選手（吹田市）も１時間１５分００秒でゴールし、６位まで

の入賞者にメダルと副賞が渡されていました。 

 一方、フルマラソンは常時トップを走っていた松本 明選手（大津市）が

１５周目で昨年優勝の松井 一矢選手（神戸市）に抜かれて、松井選手が２

時間４４分４９秒で二連覇を果たしました。 

 サブスリーは１２人で、女子の優勝者は木村 智香子選手（神戸市）で３

時間３１分０９秒でした。男女優勝者には、岡崎杯カップがそれぞれ渡さ

れました。 

フル完走者は４４０人、ハーフ完走者は４０１人となりました。 

成績は次の通りです。 

    

    

    

春からのスポーツ活動を春からのスポーツ活動を春からのスポーツ活動を春からのスポーツ活動を    

活発に進めよう！活発に進めよう！活発に進めよう！活発に進めよう！    

３月８日（金）定例の府理事会を開催し

ました。各種目の年間行事も施設調整会議

も終わり、決まってきています。 
チーム、愛好者に年間スケジュールを知

らせて、新しいチーム、愛好者の加盟を呼

び掛けていきましょう。 
また、ホームページでも宣伝を強めてい

きましょう。 

スポーツ連盟大阪の春はスポーツ連盟大阪の春はスポーツ連盟大阪の春はスポーツ連盟大阪の春は    

花見で種目交流を！花見で種目交流を！花見で種目交流を！花見で種目交流を！    

毎年恒例の大阪城公園での花見で種目間

交流を行っています。昨年は７種目から１

６人が参加し、交流を深めました。 
今年は、桜が早いようです。ぜひ種目か

ら誘い合わせて参加をお願いします。 

日 時 ４月１２日（金）午後 6 時 30 分～ 
場 所 大阪城公園バス駐車場附近 

参加費 １人 ５００円  

各自１品持ち寄りです。 
ビール、酒、焼酎は用意します。 

注 意 準備の都合があるので参加人数は 

先に教えてください。 

 

第５０回大阪スポーツ祭典の第５０回大阪スポーツ祭典の第５０回大阪スポーツ祭典の第５０回大阪スポーツ祭典の    

５０周年記念レセプションの開催５０周年記念レセプションの開催５０周年記念レセプションの開催５０周年記念レセプションの開催    

 今年で５０年目を迎えます。節目の年

としてレセプションを開催します。 

日 時 ７月１４日（日）午後５時～７時 
場 所 大阪弥生会館（梅田） 

参加費 ３，０００円（飲み放題） 

※午後１時半～４時半までは、 
府連盟定期総会です。 

その後に開催します。 
 

２０１３２０１３２０１３２０１３年全国スポーツセミナー年全国スポーツセミナー年全国スポーツセミナー年全国スポーツセミナーはははは    

岩手県で！！岩手県で！！岩手県で！！岩手県で！！    

東北復興支援として、今年は岩手県盛岡

市で開催されます。 

まだまだ、復興は進んでいません。スポ

ーツ連盟の全国各地から参加して東北復興

に力を出して行きましょう。 

日 時 ２０１３年９月２８日（土） 

～２９日（日） 
場 所 岩手県盛岡市  

御所湖 ホテル大観 

参加費 １５，０００円 
（１泊３食付、２８日夜の交流会含む） 



桜が咲いてました。桜が咲いてました。桜が咲いてました。桜が咲いてました。    

    

 ３月１７日（日）和歌山の

城下町コースを歩いてきまし

た。 

 大阪ウォーキングクラブの

３月例会は、南海和歌山市駅

に１０時に集まって実施されました。 

 この日は天候も良く１７人が参加して、和歌山城とそ

の城下町を歩きました。 

 和歌山城は、初めてという参加者が多く天守閣にも入

場し、天守閣から和歌山城下を見下ろしてきました。 

 もう一つ和歌山城内には動物園もあり、子供連れの家族が多勢訪れていました。 

 大手門を入るとしだれ桜が３分咲きぐらいで咲いていました。 

 また、城下町歩きでは、岡山の時鐘堂（終戦記念日と大晦日

に鳴らすだけ）、徳川家御廟（報恩寺）徳川吉宗生誕地などを見

て回りました。 

 途中、和歌山城へと戻り、ぶらくり丁商店街へと歩き、雑賀

橋で和歌山ブルース（昭和５０年代にヒットした懐かしの歌謡

曲）で歌碑の前に立つとメロディが流れてみんなで口ずさみ、

大合唱になりました。 

 一路、南海和歌山駅に午後３時に到着し、整理体操をして解散しました。 

 

 
 

３月３月３月３月１２日（火）  バレー協 定期総会  パル法円坂 

  １７日（日）  和歌山ウォーク 

  ３０日（日）  第３３回関西ブロック少年少女剣道大会  

金岡公園体育館 

 

４月４月４月４月 ６日（土）  関西ウォーキング運営委員会   府連盟事務所 

７日（日）  京田辺ウォーク    ＪＲ 京田辺駅 

   〃      第１２回東大阪オープン大会   東大阪市立総合体育館 

   〃      バレーボール 春季リーグ戦   臨海スポーツセンター 

   〃      第１回テニスオープンシングルス大会  靱テニスセンター 

  １３日（土） 

～１４日（日）全国理事会    東京 

１４日（日）  大阪ビビチタマラソン大会    

長居マラソンコース 

〃      卓球協定期総会 

１５日（月）  第３２回反核平和マラソン第１回実行委員会  府連盟事務所 



２１日（日）  大阪ウォーク 吉野千本桜ウォーク   近鉄吉野駅 

 〃      第１５回羽曳野メンバーズ卓球大会   なみはやドーム 

〃      第１回オープンシングルステニス大会  コスパ神崎川 

２８日（日）  バレーボール春季リーグ戦     熊取ひまわりドーム 

２９日（祝）  近江八幡ウォーク           近江八幡駅 

      〃      第１２回なみはやオープン卓球大会   なみはやドーム 

      〃      団体リーグ戦            靱テニスセンター 

 

５月５月５月５月 ４日（祝）  バレーボール関西ブロック大会    臨海スポーツセンター 

６日（祝）  団体リーグ戦        靱テニスセンター 

１１日（土）  関西ブロック会議       府連盟事務所 

１２日（日）  春季陸上記録会        服部緑地陸上競技場 

１４日（火）  平日年間団体テニスリーグ戦   金岡テニスコート 

１９日（日）  古見杯テニス大会        服部コート 

２６日（日）  団体リーグ戦          靱テニスセンター 

〃      関西ブロックミックス大会   西猪名テニスコート 

    
 

  

２月１０日(日)の大阪ウォーキ

ングは「水と緑の道ウォーク」と

して、伊丹荒牧バラ園から昆陽池

公園へそしてみやのまえ文化の

郷へと向かい、白雪長寿蔵でおい

しい酒に舌鼓しながらのウォー

クとなりました。 

 阪急宝塚線山本駅に１８人が

集まって、まずは荒牧バラ公園へと向かい、バラ園は花一輪もなしで閑散としていました。 

 天神川沿いを歩いて、昆陽池へと向かい、水鳥などの写真を写しに来ているカメラマン

が多勢出会いました。 

 白鳥の前で記念写真も撮り、伊丹市外へと入り、みやまえ文化の郷で旧岡田家住宅でひ

な飾りの江戸、明治、昭和と３代に飾られているのも見ました。その場で昼食解散となり、

昼食もとらずに歩いて来たので、全員空腹で小西酒造長寿蔵では、折からのイベントと重

なって賑わいの中を出店でビールとおつまみ、うどんなどを買って昼食をとりました。 

 真昼間の青空の下で楽しい昼

食と成り、阪急伊丹駅へ向かう

途中に市民ぐるみのイベントが

開催されており、大変賑わいの

ある風景に「来年もこの時を選

んで来よう」など意見を交わし

ながら、帰路へと向かいました。 

写真は、昆陽池での記念写真

です。 
 


