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☆ 長距離記録会 ☆ 

2月 11日（日） 晴れ スタート時 気温 5.6度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回も寒く感じましたが、天候はよく、２３名が出走されました。京都マラソンと市民駅伝の１週間前とい

うことで、調整の方も多かったのではないでしょうか。 

次回は第１日曜日４日に、篠山マラソンとかさなりますが、開催します。（横尾） 

 

☆ 第 34回京田辺市民駅伝競走大会 ☆ 

２月１８日（日） 市内縦断コース 

寒さはあったものの風は弱く天候には恵まれました。エントリーは３３チームでしたがインフルエンザ等

で当日４チームが棄権。２９チーム（一般の部２０チーム、女子の部３チーム、学生の部６チーム）がスター

ト地点に。走ろう会の男女各１チームも伝統になってきました。会員が含まれるチーム数は減ってきました

が、会員でチーム構成の伝統を続ける大住ケ丘チームや今年再復活の健康ケ丘チーム、ぽっぽＲＣなど

10km 20km 

梶 正人 47分 59秒 田實 敬幸 1時間 41分 9秒 

藤田 邦昭 48分 33秒 竹原 順治 1時間 42分 23秒 

藤田 耕平 49分 6秒 15km 

森岡 進 54分 23秒 横尾 祐郁 1時間 1分 54秒 

齋藤 正法 57分 15秒 8ｋｍ 

古林 肇 58分 15秒 竹原 絹栄 1時間 2分 20秒 

西本 明 1時間 4分 38秒 5ｋｍ 

鈴木 ひとみ 1時間 4分 49秒 坪倉 修二 31分 00秒 

豊島 博子 1時間 5分 39秒 泉 弘 34分 3秒 

香村 久子 1時間 6分 45秒 3ｋｍ 

宮浦 裕美 1時間 7分 53秒 秋月 康敏 28分 40秒 

高岡 元章 1時間 7分 54秒   

梅澤 宗平 1時間 12分 22秒   

岡田 陽子 1時間 18分 57秒   

前薗 俊彦 1時間 25分 20秒   

嘉手苅 一男 1時間 28分 27秒   

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail： is1967tk1001@kcn.jp 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/   
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が健闘しました。 

先着４０チームという若干の不安を抱えての２９チーム。もう少し欲しかったのが実感です。住宅街を中

心にした沿道の声援は、昔の駅伝を彷彿させる風景でした。尼ケ池前では一休ケ丘の皆さんの応援垂れ

幕が印象的でした。できたら昔のように各地域でチームが組めたらいいなと思いつつ先導車に乗っていま

した。（報告：石橋） 

会員が含まれるチームの記録 

（一般の部） 

ぽっぽＲＣ    １２位 １時間１５分０４秒（監督、栢木  2田實、5栢木） 

京田辺走ろう会 １４位 １時間１８分３４秒 

（監督、浅利  1前田、2奥村、3小泉、4藤田耕、5斎藤基、6武林） 

健康ケ丘    １７位 １時間２１分４５秒（2茨） 

大住ケ丘    １８位 １時間２２分２０秒 

     （監督、坂田  1高岡理、2坪倉、3竹原順、4加藤、5藤井、6高岡元） 

（女子の部） 

京田辺走ろう会  ３位入賞 １時間３２分５５秒 

     （監督、香村  1中島、2谷川、3浅利、4草野、5森、6豊島） 

 今大会から参加資格が体協会員にも広がり、走ろう会のメンバー全員に参加資格があるようになりまし

た。しかし 2 月は全国各地でマラソン大会があり、大方が６ヶ月前に申し込みになっています。そのため、

女子でチームを作るのには毎回苦慮します。監督の襷を引き継いだ第３２回大会の女子の部は７チーム

の参加がありましたが、第 33 回は 5 チーム。今回第３４回は４チームと年々減少しています。そんな中中

学生チームがインフルエンザで欠場し、なんとわが走ろう会チームが３位に。運も実力のうち、賞状と銅メ

ダルをいただきました。（報告：香村） 
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☆ 大会に参加して ☆ 

１月２８日（日） 第２８回くみやまマラソン  

 石橋伸一 １０Ｋ ４８分２２秒（６０歳以上、28/149人） 

６０代になって１年毎にどれだけ体力が低下するのかを見るため、誕生日前後にある「くみやまマラソ

ン」に毎年出場しています。たまに前年より上がるときもありますが６３歳頃の４３分台が今や４８分台に、

７年間で５分タイムが落ちました。今後も落ちる一方のようです。当日は曇り、スタート時 0.5℃でしたが

微風のため、走り易かったと思います。 

 

2月 4日（日） 第 35回京都木津川マラソン  

 石橋伸一 ハーフ 1時間 52分 36秒（70歳代、2/47人） 

最近は地元の大会に絞って 10ｋｍを中心に走ってきましたが、木津川だけはハーフに。昨年雨で棄権

したので、今回は風ぐらいでは止められないとスタート地点に。久しぶりのハーフにどれくらいで走れ

るのか見当がつきません。まずは 2 時間のペースメーカにと思っていましたが、勝手に足が先に行って

ました。 

とにかく強い向かい風に閉口。体がよろけるほどの強寒風でした。京奈和道付近では寒さの為止め

ようかと思いましたが、タイムは㌔ 5 分 10 秒～20 秒と変わらず目標より早め。折り返してからは横風

に変わりなんとか帰り着きました。 

帰りにハプニング？着替えとサービスのウドンを食べ、帰りかけたところに年代別とあったので覗い

てみるとなんと自分の名前が 2 位に・・タイムからは考えられなかったのですが、さすがに 70 代を過ぎ

るとみなさん体力が低下されるんですね。もう一つは関屋橋に車を置いていたので山城大橋下の会

場から堤防を歩いて帰りました。途中フルの方と同じ方向へ、歩いておられる方も多く私とあまり変わ

りませんでした。30 前後の女性とは約 3.5 ㌔同じペースでした。この強寒風の中でゴールできるのか他

人事ながら心配しつつ大住橋で別れました。 

 

１月８日（月・祝） 枚方ハーフマラソン  

横尾祐郁  ハーフ  1時間 23分 49秒 男子の部 48位/1220人 40代の部 14位/406人 

この 3 年ぐらい、ハーフマラソンは年１回、この大会のみに出場している。今年は京都マラソンに当選

したため、木津川マラソンはハーフでエントリーしたが、あくまでそれは練習の一環。年末年始、酒やご

馳走をいただく機会が多くなるが、この大会で自己ベストを出すことを常に念頭に置き、好きなビール

や炭水化物も控え体重管理をしていた。 

１週間前になると週間天気予報で当日の予測ができる。当初、当日は雨だが、気温は高めだった。ま

あ気温が高ければ雨でもいいかと思っていた。しかし、レースが近づくにつれ、気温は低めの予報に。雨

で寒い。5 年ほど前の大会が頭に蘇る。寒くて大雨だった。私は足の具合もよくなかったため、会場まで

足を運んだものの棄権した。今回もモチベーションは下がるばかり。せっかく調整してきたのに、、、。 

そして当日。思ったより雨は降っていないが、とても寒い。参加賞だけ受け取って帰っている人もちら

ほらいる。ああ俺も帰りたい。こんなに寒い雨の中、なんで走らなあかんねん。愚痴がつい思い浮かん

でしまう。しかし、年末年始、このレースに調子を合わせてきたのだ。走るだけ走ろう。寒さのため体は

固くなり、最高の状態ではなかったが、これは他のランナーにとっても同じこと。とにかく全力を出し切

ろう。スタート前にやっと気持ちは整った。 
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ハーフはいきなりトップスピードに入らなければならない。スタートしていきなり息が上がる。ハーハ

ー、ハーハー。本当にこのペースで最後までもつのだろうか。ハーフの走り始めはいつもそう感じる。3

キロほど南に下って折り返すと向かい風だ。もうこの風では自己ベストは無理だ。私は時計を見るのを

やめた。風よけのため、前のランナーの後ろについて走るが、あまり効果はなかった。仕方なく自力で

走るしかない。呼吸が苦しい。呼吸が安定してきたのは 8キロあたりだろうか。そのころになると同じペ

ースのランナー4人組ができていた。この 4人で奈良マラソンの T シャツを着たランナーを抜いたのだ

が、そのランナーも付いてきて 5人組となった。この 5人の中で誰が脱落していくのか。ライトブルーの

T シャツを着た筋肉質の若者、フォームが美しい 50 代半ばぐらいのおっちゃん、どこかのレースで並走

した覚えがある長身のランナー、そして私。 

向かい風のため、私は後方について走っていたのだが、時々調子がよくなり、先頭を走ったり、また

疲れて後方に戻ったり、しかし誰も脱落しない。そうこうしていると 12-13 キロあたりの折り返し地点に

なった。折り返した途端、追い風となり、みんなのペースが上がった。私はなんとか最後尾でついていく。

ラスト 5 キロからあれほど安定した走りをしていたランパンランシャツ姿のおっちゃんが遅れだす。ライ

トブルーの若者が先に行き、長身のランナーが続く。私もくらいつき、奈良マラソンのランナーを置いて

いく。しかし次第に長身ランナーとの差は開いていく。ラスト 3 キロあたりの給水所で大会スタッフの下

泉さんに声を掛けていただいたが、言葉を返す気力もなく必死でゴールを目指した。 

長身ランナーは多少ペースが落ちたのかちょっとずつ差が縮まっていった。しかしもうあと 1 キロ。抜

けない。何とかペースを維持してゴール。結局、雨と寒さのためゴミ袋を身に着けたままゴールした。ゴ

ール後は毎回だが、フラフラの状態で、渡されたスポーツ

ドリンクを一気に飲み干した。やっと終わった。タイムは 1

年前の自己ベストより 2 分近く遅かったが、この気象条件

でまあ悪くない。これは 1 年前も思ったことだが、練習で

はフルに向けて 25 キロ走や 30 キロ走はするものの、20

キロを全力で走る練習が不足していた。ゴール後はフル

ほどではないが、相当ヘトヘトの状態だった。 

帰りの楽しみと言えば食べること、特にラーメンだ。1

年前と同じく梶さんと枚方市駅前のラーメンたかばしで

豚骨ラーメンと豚キムチのセットを食べ、体を温めた。お

いしかった～。年末年始から私がイメージしていた通りの

行動パターンだ。ラン後にこの店でこのメニューを食べ

ると。これでやっとすべてのことから解放された。次は京

都マラソン。1 か月以上あるため、調整もしっかりしておき

たい。 

 

2月 4日（日）第 35回京都木津川マラソン  

横尾祐郁 ハーフ 1時間 26分 32秒 一般男子の部 14位/872人 40代の部 5位/230人 

この数年はフルを走っていたが、今年は京都マラソンに当選したため、ハーフでエントリー。京都マラ

ソンの 2 週間前、ハーフはちょうどよい。気持ちは楽だ。天気予報では晴れだが、気温はスタートの 10

時で 3 度。寒そうだ。まあ１年前のあの大雨と比べるとどんな条件でも走れる。いつものコース。慣れて
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いるとはいえ、ハーフを全力で走る。枚方ハーフの時のように（呼吸が）しんどいやろなとも思ってしま

う。最近はスピード練習を増やしてはいるが、あくまでインターバル走のレベル。21 キロを全力で走った

ことは、枚方ハーフの日以来ない。80 数分の辛抱だ。あっという間に終わる。いつものように自分に言

い聞かせる。 

さて、レース当日。天気予報のとおり寒い。トイレが近く

なる。もう大丈夫だと思っていたのにスタート前にも行き

たくなった。しかし、人が多すぎで間に合わないと判断。

結局我慢してスタート地点へ。自分は A ブロックだと勘違

いして、A を探すが、無い。ゼッケンを確認すると G だった

（A から H はフルだった）。やっと先頭の G ブロックを発見

し、スタート 5 分前に並ぶ。ここで GPA ウオッチをセット。し

かしなかなか衛星を感知してくれない。ああ、またか。私

は諦め、普通の時計として使うことに。結局ストップウオッ

チでもなく時刻をみながら最初の4キロぐらいまでラップ

を計算していたが、その後はほとんど時計を見ることは

なかった。風が強く速くは走れないことが分かったからだ。

風は毎年のことだが、今年は特に強かった。風のせいでス

ピードが出せないためか、恐れていた呼吸はそれほど苦しくなかった。5 キロあたり、（つまり、走ろう会

のコースで 500m あたり）私より 2－3 人前のランナーの帽子がコース下に飛ばされていった。そのラン

ナーは下りて取りに行った。私は内心、これで順位が上がるな、と思ったが、そのランナーはすぐにコー

スに戻り、私との差は多少縮まっただけだった。速い！そして、6 キロあたり、新名神の下で何となく身

に覚えのある人が応援していた。最近視力が落ちてよく分からなかったが一瞬顔を向けると勤務先が

大住の M さんと新会員伊藤さんであることが分かった。私はサングラスをしてゴミ袋を着たままであっ

たが、お二人も私に気づいてくれた。「横尾さ～ん、頑張って！」やはり名前を言われ応援されるのは嬉

しいし、元気が出てくる。さあ第 2 京阪を目指そう。それにしても風が強い。ゴミ袋のせいで余計に風の

影響を受けているようだ。破り捨てようかとも思ったが、寒い。もっと体が温まってからにしよう。そうこ

うしている間に第 2 京阪を過ぎ、1 号線を通る前にトップの選手とすれ違う。すると自分ももう少しで折

り返しだと分かり多少気が楽になる。この向かい風もあと少しだ。1 号線をくぐる。そこで土手のコース

に上がる蛇行するコースで自分の後ろにどれくらいランナーが付いてきているのかが分かる。何人も

のランナーが私のすぐ後ろにいた。抜かれたくない！プレッシャーを感じる。土手に上がると 2 位以下

の選手ともすれ違う。もう折り返し地点は見えている。今日はハーフでよかった。フルの折り返しはもっ

ともっと先だ。そして折り返し地点。 

追い風だ。相変わらず私の後ろから何人ものランナーがすごいスピードで追ってくる。しかし私はそ

の前を走っている。私もあれくらいのスピードが出ているということか。速いではないか。勝手に自己満

足の世界だ。これくらいで満足してどうする！先を急ごう。さて、折り返すと私はゴミ袋を着たままだ

から余計に風に押されているように感じた。これでタイムが縮まるかも、とセコいことを考えると気持

ちがとても楽になった。足は軽くピッチも上がる。藤田（耕）さんやランナー仲間ともすれ違い声を掛け

ていただく。1 号線から第 2 京阪の間で全く知らないランナーから「あんた 7 番」との声が聞こえた。

「？？？」ああー17 番か、確かにそれぐらいだろう。悪くない。一人ひとり抜いていこう。そして、新名神
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が見えてくる。こんなに寒い中、M さんや伊藤さんはもういらっしゃらないだろうと思っていた。すると

M さん、伊藤さんに加え、ご近所の K さんまでもが、まだ応援されていた。往路以上の大きな声援で私

の気持ちは昂り、ハートにスイッチが入った。ペースはもう一段階上がり、前方に見えていたランナーと

の距離は縮まっていき一人また一人と抜いていった。そして、17 キロあたりでついにあの帽子を取りに

いった速いランナーに追いついた。これで恐らく 14位。もう抜かれたくない。私は最後の力を振り絞り、

今度は 18.5 キロ地点を目指した。そこは毎年家族が応援に来るところだ。通過時刻は 11 時 25 分と伝

えておいたが 5分ほど遅れていたと思う。寒い中、待たせてゴメン！という気持ちで近鉄の高架をくぐ

り、しばらくすると家族が見えてきた。コースの右側はフルのランナーが走っているが、私は右側に行き

子供たちとハイタッチ。毎年恒例となっているためか、そこでは感動することもなくゴールを目指した。

山城大橋をくぐるとフル 3 時間半のペースメーカーとその集団とすれ違った。梶さんの「横尾さ～ん」

という声が聞こえた。向かい風の中、梶さんたちはあと 20 キロもある。ああ、ほんとに今日はハーフで

よかったと思いながら、コースを大きく左に曲がりゴールに下りていく。もう最後の最後、下り坂という

こともあり、物凄いスピードがついて私はゴールを駆け抜けた。そして、呼吸が荒いままフラフラと座り

こみチップを外してもらった。そして、青汁やあめ湯をいただき、呼吸が整うと自然とダウンジョグをし

ていた。まだまだ力は残っていたのか！出し切っていなかったのか！とも思うくらい体が軽かった。と

もかく終わった。タイムはいまいちだが、あの風では仕方ない。もう今日は走らなくていい。私は、着替

えとうどんのためにテントの方へ向かいながら解放感に浸っていた。 

梶正人 フル 3 時間 44分 39 秒（ネット 3時間 44分 10 秒） 

一般男子の部 233位/2,162 名 男子 50歳代 51位/603名 

自宅から最も近く、走ろう会の方も多く参加されている大会ということで毎年出場しています。フラ

ットで走り慣れたコースなので、今回は密かに自己ベスト(3:34:46)の更新、できれば夢のサブ 3.5 を狙

っていました。但し、これには風がなく気候条件がよいという前提条件が不可欠です。しかし、当日は恐

れていた風が吹き荒れていました。 

開始後は向かい風で例によって他のランナーの背後について風をよけながら走っていました 。キロ

4:45 位で走っていると 15 キロくらいで 3.5 時間のペースランナーのグループに追いつきました。レー

スの直前にペースランナーについていくのもいいな～と思っていたので、グループの輪に入りました。

ペースランナーの一群の中で走るのは初めてでしたが、風の抵抗は少ないし、ペースも一定で非常に

快適に走れました。 

この調子なら目標達成もあるな～と思い出した 24キロ地点で、ペースランナーがなんとリタイア… 

混乱したグループは四散し、それまでも苦しみながらも粘っていた私のペースはガクッと落ちてしまい

ました。そこからはまさに苦行でした… 

風は一定方向ではなくしょっちゅう向きを変えてしかも強い…横風では脚がもつれそうになること

もありました。身体が冷えたのか、 疲労がピークに達したのか、38 キロ地点で遂に太ももが攣って動け

なくなりました。その後だましだましの走りでしたが、なんとかゴールできました。 

タイムは昨年より少し遅かったものの 45 分を切ることができました。風がなくペースランナーがリタ

イアしなければ夢の実現がなったかもしれないと思いますが、2 週間後の京都マラソンの練習になった

と気持ちを切り替えることにしました。 
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２月１８日（日） 京都マラソン 2018 

梶正人 フル 3 時間 33分 59 秒（ネット 3時間 31分 58 秒）  

男子：1729位 男子 55～59歳:94 位 

抽選に当選して 2 年ぶり 2 回目の参加です。このコースは折り返しが多く上り下りも結構あるので記

録は狙わず、サブ 4 だけは死守しようと思っていました。いつものように前半は飛ばして貯金を作り、

後半失速しても 4時間切りできるようなレース展開を考えていました。 

スタート直前にトイレに行ったこともあり、Ｂブロックにも拘らずスターまラインまで２分もかかりました。

でも、結果的にはこの時にトイレに行ったことでレース中一度もトイレに行くことなく正解でした。(結局、

トイレは夕方まで全く行きませんでした…) 

1 万 6 千人が参加する大きな大会で沿道の応援も多く、奇抜な格好をしている私個人への声援もた

くさんもらって快調に走っていました。今回もキロ

4:45 前後のペースで走り、このままだとサブ 3.5 が

達成できそうなところまできました。35 キロ地点で

3.5 時間のペースランナーのグループに追いつか

れ、しばらくは粘りましたが、市役所前の折り返しで

抜かれてしまいました。そこから河原町通、川端通、

今出川通とゆるいながらも途切れない上りが続き、

体力も気力も萎えてしまいました。 

下りに転じてからの残り 2 キロちょいは攣りそうに

なる脚を庇いながら走り、やっとのことでゴール。タ

イムは自己ベストを 3分近く更新することができました。生涯で一度は達成したい目標のひとつである

サブ 3.5 には 1 歩及びませんでしたが、この厳しいコースで PB を更新できたことは大きな自信になり

ました。 

また、今回は 30 回目のフルマラソンでした。自分の中ではサブ 4 が一応の目標達成なのですが、今

シーズン 5回の内今回まで連続 4大会でサブ 4を達成することができ、16 勝 14敗と白星先行の形で

シーズンを終えることができました。去年から取り組んでいるアップダウンでのランで筋力とスタミナ

アッ プを図り、最近のペース走でタイムを稼ぐ効果が表れたのだと思います。 

来シーズンは夢のサブ 3.5を達成すべく練習を続けたいと思います。 

２月２５日（日） 第９回びわ湖レイクサイドマラソン 

坂田敏子 １２ＫＭ １時間 43 分 55秒 女子 60 歳以上 25／31人 

 一年ぶりのレース。練習もせずに甘く考えて無理な参加でした。昨年のレースの後、ちゃんと練習して

参加と反省していたのに恥ずかしい。痛いところもないのに最後の方は身体が前に行かない。やっぱり  

無理なのかなー。走っている途中にうれしいことがあった。 

“また坂か”と声にだしたら、走路員の女子学生さんが、“坂の上まで一緒に走りましょう”と言ってくれ

た。この調子やったら、前の女の人に追いつけるよとの励ましもいただいた。大きな力になり、たいへん

うれしかった。こんな若い人もいるんだなとすごく感動した。 

岡田陽子 １２ＫＭ 途中アクシデントのため、記録なし 

 久々のレース。昨年にこのマラソンに誘われて参加を決め、日曜練習会では１０ｋｍを走れるよう頑張

って、このレースのスタートに立ちました。が、８ｋｍ手前で自転車に追突され、左ひざを傷め、立ち上が
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れなくリタイヤを決めました。運よく収容車が横に止まっていたので、車でゴールへ。 

完走できなかったことが悔やまれます。私たちがレースを開催する時は、自転車に注意を呼びかけ

て事故の無いようにしたいですね。皆様も練習の時は十分注意してください。 

坂田一郎 １２ＫＭ １時間 17 分 11秒 男子 60 歳以上 55／107 人 

大会参加の報告 

１月 ８日（月・祝） 第４１回 枚方ハーフマラソン  

             満岡 冨佐子 ２：０３：２９  （ﾈｯﾄ ２：０３：２０） 

１月２８日（日）  第２８回 くみやまマラソン（１０Ｋ） 

            満岡 冨佐子   ５４：２９   

            満岡 政明     ５５：１４  

２月 ４日（日）  第７２回 香川丸亀国際ハーフマラソン 

            満岡 冨佐子 ２：０１：０５ （ﾈｯﾄ １：５８：５７）   

            満岡 政明  ２：０１：４０ （ﾈｯﾄ １：５９：３３） 

２月２５日（日）  第１２回 東京マラソン 

            満岡 冨佐子 ５：１０：３９ （ﾈｯﾄ ４：５８：０１）   

            満岡 政明  ５：０３：１５ （ﾈｯﾄ ４：５１：３３）  

２月１８日（日）  第２５回泉州国際マラソン   藤田邦昭 フル  ４：１９：０３ 

３月 ４日（日）  第３８回篠山ＡＢＣマラソン  藤田邦昭 フル  ３：５７：１７ グロス ３：５８：１８ 

 加古川、泉州、共に後半はメロメロの程でした。特に 2 週前の泉州は直前の風邪の影響か？３５ｋｍ辺

りからのマリンブリッジ、スカイブリッジの延々約５キロ続く高低差に足が動かず、気持ちも折れました。   

２週後に控えた、篠山で終盤に落ち込まない様な修正をしてスタートラインに立とう。 

２月２５日東京マラソンで１６年振りにマラソン日本記録を更新した設楽選手の走りをテレビで見ていて、

マラソンの後半にタイムを上げていく離れ業は出来ないが、市民ランナーも、此の事をイメージしてレ

ースを組み立てれば・・笑い・・とても真似は出来ないが、イメージして走る事は出来るだろう？。 

ハーフで１：５９：５０秒で通過、キロ５：４０秒で３０ｋｍまで現状維持のペースを守る。ここから１キロに概算

して約１０秒ペースアップでゴールに駆け込む事が出来た。次々登録男子選手を抜いて気持ちが良かっ

た。登録男子１３１６人中、私が２番目の高齢で 7６歳もサブフォーの継続が出来て嬉しい。 

今シーズン、フル５回完走で幕を閉じた。誰かの言葉に、慌てるな・焦るな・あきらめるな・で、来期を見

据えて行きたい・・笑い・・ 

平成 30年度(2018年度）陸協登録のご案内 

平成 30年度陸協登録の受付を開始しましたので、ご案内いたします。 

公認レースの出場や公認審判員の活動を続けるには、毎年、陸協登録の更新が必要です。 

「京田辺走ろう会」は「宇治陸上競技協会」にクラブ登録をしており、今年度は 14 名の方が陸協

登録をされています。 

・受付の締切日は ３月 18日(日)とします。 

・登録料は 2,100円です。締切日までに登録担当まで納入ください。 

・継続して登録される方は、連絡不要です。継続して登録手続きします。 

・新規に登録される方、又は登録をやめる方は登録担当まで連絡ください。 

・登録担当(お問い合わせ)は、高岡(三)です。 


