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２０２０.１１/８(日) 
会場 東京臨海広域防災公園（江東区） 

 
主催   新日本スポーツ連盟東京都連盟 
主管   ゆりかもめリレーマラソン実行委員会 

共催   東京都 
協賛   株式会社 COOLKNOT JAPAN(結ばなくてもいい靴ひも。) 

泉天空の湯 有明ガーデン 

♪1.3ｋｍ16周♪ 



チームのみなさん エントリーありがとう！！ 

 

「第１０回ゆりかもめリレーマラソン記録集」発行にあたって 

11月 8日（日）に 10回目の開催をむかえた「ゆりかもめリレーマラソン」は、盛況のう

ちに無事終了しました。今回は新型コロナウィルスの感染予防策等、参加ランナーの皆さ

んには色々とご不自由をお掛けし、また例年より規模を縮小しての開催となりました。そ

のような中、104チームの皆さんにご参加していただいたことを感謝申し上げます。チーム

の記録をまとめましたので受け取りください。 

朝から天候にも恵まれ、少し汗ばむ陽気のなかスタートの号砲が響き、ランナーの皆さ

んは、会場いっぱいに元気と声援で大会を盛り上げて下さいました。また共に励ましあい、

心を一つにして、完走した全てのチームに敬意と拍手を送ります。このリレーマラソンを

通じて仲間や家族との絆がさらに深まり、人生の楽しい思い出の 1 ページに刻んでいただ

けましたら幸いです。 

今回、総合記録１位のタイムは一般の部「ダイエットの会」チーム【1時間 04分 14秒】

でした。 

このゆりかもめリレーマラソンは、新日本スポーツ連盟東京都連盟の主催行事として、

加盟する種目組織、地域組織のみなさんが一つになって、ボランティアとして協力してリ

レーマラソンを成功させることを、もう一つの目標にして毎年取り組んでおります。ラン

ニング以外の種目で水泳や、卓球、バレーボール、テニス、スキー、ウォーキング等のそ

れぞれのスポーツ、地域で活動している方の協力で運営しています。このリレーマラソン

を運営する中で、スポーツの垣根を越えた組織間の交流ができたことは今後の活動にも大

いに良い影響があると考えています。今大会のスタッフは総勢 32 名、７つの種目組織と、

５つの地域組織のご協力をいただき、中学生の部でエントリーした御園中学校の生徒さん

にも大会をサポートしていただきました。 

今回出場頂いたチームのみなさん、また来年も仲間や家族とともに、またお知り合いも

お誘いの上、是非ご参加下さい。 

最後になりましたが、新型コロナウィルスの終息の出口がなかなか見えませんが、お身

体をお大事にしながらスポーツを楽しんでいただきたいと思います。 

来年も 11月に第 11回大会の開催を予定しています。皆様のご参加お待ちしております。 

 

２０２０年１１月１２日 

新日本スポーツ連盟東京都連盟 

                        理事長 小林章子 



順位 No. 記録 チーム名 部門

1 151 1時間04分14秒 ダイエットの会 一般の部
2 156 1時間05分58秒 らんらんるー 一般の部
3 504 1時間06分52秒 プリキュア5 中学生の部
4 164 1時間07分23秒 新浦安ルネネクストパーセント 一般の部
5 130 1時間07分56秒 ミルクレープ 一般の部
6 136 1時間08分08秒 チームいとそ 一般の部
7 158 1時間10分37秒 SeSDA筋肉班 一般の部
8 166 1時間10分53秒 TARC東京A 一般の部
9 157 1時間11分26秒 SPEEDSTARS 一般の部
10 118 1時間12分06秒 弾中駅伝部 一般の部
11 125 1時間12分10秒 SeSDA脳筋部門 一般の部
12 146 1時間12分20秒 MRCネオ 一般の部
13 903 1時間14分21秒 国府津ランナーズ 小学生の部
14 141 1時間14分27秒 チームよしろー 一般の部
15 137 1時間15分09秒 6時集合！！ 一般の部
16 138 1時間16分04秒 孤高のすね毛 一般の部
17 167 1時間16分30秒 TARC東京B 一般の部
18 505 1時間16分54秒 一年ボーズ 中学生の部
19 150 1時間17分27秒 夜の中央大運動会 一般の部
20 169 1時間17分57秒 ブルーバード 一般の部
21 501 1時間18分13秒 矢口A 中学生の部
22 110 1時間18分42秒 矢口R 一般の部
23 153 1時間19分53秒 VRIT 一般の部
24 503 1時間19分57秒 サンチューズデー 中学生の部
25 309 1時間21分10秒 走れ！シュタイナー！ 男女混合の部
26 502 1時間21分24秒 一走懸命 中学生の部
27 148 1時間22分21秒 大館東坂46 一般の部
28 123 1時間22分47秒 S.M.C 一般の部
29 801 1時間23分18秒 MRCライダー 女子の部
30 126 1時間23分54秒 走れ賢治 一般の部
31 132 1時間24分03秒 8フレンズ 一般の部
32 170 1時間24分11秒 特攻野郎Bチーム 一般の部
33 506 1時間24分13秒 大田区立御園中学 中学生の部
34 120 1時間24分14秒 日東工器ＲＣ2 一般の部
35 155 1時間24分29秒 ねえ、帰ろう。 一般の部
36 121 1時間25分09秒 日東工器ＲＣ1 一般の部
37 109 1時間25分18秒 響の杜 一般の部
38 149 1時間25分54秒 大館東48 一般の部
39 112 1時間26分02秒 赤羽楽走会 一般の部
40 163 1時間26分10秒 GIRASOL 一般の部
41 305 1時間26分18秒 ヒコモンアダルト 男女混合の部
42 701 1時間27分00秒 ヨガ＆ラン赤組 壮年の部
43 602 1時間27分14秒 チームＪＡ ファミリーの部
44 302 1時間27分23秒 なら林に吹く風 男女混合の部
45 904 1時間29分01秒 ヒコモンチルドレン 小学生の部
46 301 1時間29分19秒 チームパックン 男女混合の部
47 139 1時間29分48秒 A.Y.Park 一般の部
48 135 1時間29分55秒 ぬまハウスA 一般の部
49 133 1時間29分56秒 光が丘公園ラン 一般の部
50 116 1時間29分57秒 ピクルス 男女混合の部
51 131 1時間30分03秒 上本郷KINGS 一般の部
52 307 1時間30分03秒 ひまわり０８青 男女混合の部

第10回ゆりかもめリレーマラソン　総合記録



順位 No. 記録 チーム名 部門

53 145 1時間30分35秒 パレランAチーム 一般の部
54 115 1時間30分59秒 なら林に咲く花 一般の部
55 140 1時間31分23秒 タスクフォース白井 一般の部
56 165 1時間31分27秒 LUNFUNS Bチーム 一般の部
57 134 1時間31分41秒 ぬまハウスB 一般の部
58 901 1時間32分34秒 イコール 小学生の部
59 144 1時間32分48秒 St.Staff 一般の部
60 117 1時間32分49秒 若葉会RC 一般の部
61 310 1時間33分10秒 withシズカ 男女混合の部
62 119 1時間33分19秒 チームN21 一般の部
63 147 1時間33分32秒 不摂生 一般の部
64 105 1時間34分18秒 Run for Hawaii 一般の部
65 161 1時間34分32秒 西中野 一般の部
66 114 1時間34分47秒 G-新総理 一般の部
67 129 1時間35分31秒 FC CATS 一般の部
68 168 1時間35分32秒 まふね走ろう会 一般の部
69 108 1時間35分49秒 Run for Beer 一般の部
70 603 1時間35分54秒 なぎちゃま ファミリーの部
71 124 1時間36分17秒 クーリード2021 一般の部
72 128 1時間36分26秒 FC CATS 2 一般の部
73 152 1時間38分14秒 チーム染野屋 一般の部
74 159 1時間38分36秒 LUNFUNS Aチーム 一般の部
75 122 1時間39分03秒 パレランBチーム 一般の部
76 304 1時間40分18秒 東京高田馬場組 男女混合の部
77 601 1時間41分09秒 こばやん ファミリーの部
78 162 1時間41分31秒 EC品川 一般の部
79 154 1時間42分33秒 H.I.F.Y. 一般の部
80 101 1時間42分42秒 チームHZB 一般の部
81 306 1時間43分07秒 どうぞお先に。 男女混合の部
82 308 1時間43分08秒 こまどり 男女混合の部
83 107 1時間43分11秒 Run for Cebu 一般の部
84 311 1時間43分54秒 イコールAGING 男女混合の部
85 102 1時間44分03秒 Run for Bali 一般の部
86 111 1時間44分53秒 てくてく、と。 一般の部
87 104 1時間45分19秒 Run for Saipan 一般の部
88 142 1時間45分31秒 コーちゃんず 一般の部
89 143 1時間45分33秒 藤田ニコル 一般の部
90 106 1時間45分43秒 Run for Palau 一般の部
91 103 1時間46分24秒 Run for Taiwan 一般の部
92 902 1時間46分35秒 ゆかいな仲間たち 小学生の部
93 113 1時間46分38秒 G-SHOCK 一般の部
94 303 1時間47分26秒 YOGA＆RUN　白組 男女混合の部
95 703 1時間48分12秒 千住チアフル 壮年の部
96 604 1時間50分14秒 チームT ファミリーの部
97 802 1時間50分18秒 花水木R C 女子の部
98 803 1時間50分36秒 ローストビーフ 女子の部
99 805 1時間53分17秒 やんちゃなマンゴー 女子の部
100 804 1時間55分59秒 やんちゃなパパイヤ 女子の部
101 702 1時間56分07秒 ひるまえほっと 壮年の部
102 160 1時間58分40秒 中辻新婚です 一般の部
103 312 2時間02分08秒 Lapish.RT 男女混合の部
104 704 2時間20分14秒 Lapish.壮年部 壮年の部
105 127 棄権 ひまわり０８緑 一般の部



一般の部
順位 No. チーム名 記録

久保井 遼介 清水 康太 毛利 陽人

萱原 亮太 松尾 秀浩

坂入 徹彦 村川 嘉彦 西岡 直樹

西岡 樹輝

鈴木 宏太 高橋 渉 羽深 正明

塩幡 健太郎 町田 亨 石田 賢一

若林 裕一 多和田 涼介 若林 隼杜

伊藤 颯吾 中村 奨 金子  若奈

宮下 和也 高橋 香帆

渡邉 慶大 柴田 宗一郎 清水 康平

高向 剛志

山崎 寛司 川名 泰広 青木 孝悦

坂本 直也 細川 友規 高野 裕太

富樫 主将

興 史晃 金児 敦 藤井 信一

鈴木 裕一 三瓶 舞 武若 理人

小野 悠貴 内田 大智 萩原 秀亮

志村 絆蔵 横田 啓人 横山 萌人

小林 秀記 山口 哲郎 山中 哲二

増沢 和彦 辰巳 正幸

1時間14分27秒 森　基哉 久保田　哲矢 高橋　優乃

箱﨑　直喜 古溝　尚嘉

角田　勝明 吉田　輝彦 増田　久美子

金田　知久 板倉　雅

狩野　友彦 冨田　和也 西本　理央

原子　慶太 前田　直人

堀井 瑞穂 宮下 健 西尾 亜門

神定 俊一 近藤 勇真 伊藤 雅紘

金児 嵩史 久保 育也

飯沼　宏成 下川　龍太郎 上野　勝博

木村 優基 西村 美里 富張 裕紀

山﨑 詩大 倉田 桃花 髙野 大地

藤吉 亮輔 君塚 千泰 小林 隆久

小林 隆久 蜂須賀 甲子郎

齋藤 圭 駒木 志保 藤沢 耕太

山口 すずか 田中 大介

小林 弘典 魚川 大樹 畠山 恭明

花沢 維 小林 昂平 吉川 晃平

松浦 信平 黒野 優喜 寺尾 美知彦

上田 果歩 打越 花恋 渡辺 賢太

白鳥 智洋 門井 浩子 外村 直樹

池田 耕大 藤 駿成 白鳥 詩乃

伊藤 亮司 森本 直 山本 敏一

関野 和宏 齋藤 俊平太 大木 亮介

青木 亨枝 岡村 拓也 岩崎 翔平

水無瀬 智

山本 国広 郡司 康広 渡邉 佳樹

野崎 雄大

渡部 靖久 荒木 璃玖 上田 純香

山口 瀧弥 中嶋 里奈 門脇 篤史

田中 貴大 駒木 優都 藤沢 拓也

岸 京平 虻川 瑞貴

小松崎 幸子 中西 照男 烏田 達也

烏田 信二

杉村 悠太 森山 聖也 奥川 達樹

谷本 良太

1 151 ダイエットの会 1時間04分14秒

2 156 らんらんるー 1時間05分58秒

3 164 新浦安ルネネクストパーセント 1時間07分23秒

4 130 ミルクレープ 1時間07分56秒

5 136 チームいとそ 1時間08分08秒

6 158 SeSDA筋肉班 1時間10分37秒

7 166 TARC東京A 1時間10分53秒

8 157 SPEEDSTARS 1時間11分26秒

9 118 弾中駅伝部 1時間12分06秒

10 125 SeSDA脳筋部門 1時間12分10秒

11 146 MRCネオ 1時間12分20秒

12 141 チームよしろー

13 137 6時集合！！ 1時間15分09秒

14 138 孤高のすね毛 1時間16分04秒

167 TARC東京B 1時間16分30秒

16 150 夜の中央大運動会 1時間17分27秒

17 169 ブルーバード 1時間17分57秒

18 110 矢口R 1時間18分42秒

15

19 153 VRIT 1時間19分53秒

20 148 大館東坂46 1時間22分21秒

21 123 S.M.C 1時間22分47秒

22 126 走れ賢治 1時間23分54秒

23 132 8フレンズ 1時間24分03秒

24 170 特攻野郎Bチーム 1時間24分11秒

25 120 日東工器ＲＣ2 1時間24分14秒

26 155 ねえ、帰ろう。 1時間24分29秒

27 121 日東工器ＲＣ1 1時間25分09秒

28 109 響の杜 1時間25分18秒

29 149 大館東48 1時間25分54秒

30 112 赤羽楽走会 1時間26分02秒

31 163 GIRASOL 1時間26分10秒

選手名



順位 No. チーム名 記録 選手名

足立 優樹 小笠原 聡子 山崎 博史

岡田 なお

真鍋 駿 平木 隆太 柴田 俊典

小松　翔 岩黒 弘宙 藤井 凱也

武重 順也 小林 未歩 多田 豊

中野 美帆 太田 裕介 松原 宏侑

斉藤 匠 相中 淳 遠藤 昂

山村 智英

伊藤 精治 尾形 貴子 今井 肇

鴻崎 美子 吉岡 竜一

谷口 航太 菅野 天 太田 絢香

古橋 末成 石井 祐太郎 荒川 咲子

本多 輝樹 木川 ともみ 彭 セイヨウ

南 克彦 白井 弓子

相川 孝明 大友 秋道 釣 真由美

木下 健 宮島 大輝 櫻井 拓也

長谷川 聡 高橋 憲太郎 大森 渓

仁平 章一 小林 真人 帯金 美宏

中川 慎也 柴仲 之介

瀧澤 雄太 柳下 祥一 下里 多加志

武井幹彦 三澤悠太 石村竜青

関口 佳隆 中嶋 智嘉 臼井 聡

葉玉 たみ子 東海 光 世田谷 遥

蘆田 章吾 蘆田 真理恵 村田 万美

朝倉 理紗

奥野信太郎 宮坂拓児 丸山哲司

國澤徹雄 関口一海 滝島安季子

斎藤　晋 藤田　章弘 武田　大介

松島　優理

芝崎拓 川久保遼 松井幹雄

木村一恵 菅歳之 田垣千恵

渡部　和久 河村　賢 青木　康夫

川久保　崇伸 横山　智明 菊地　淳

高木　雅昭 石井　喬文 石井里桜那

井上繁男 井上裕月 井上千颯

小嶋保久 星野優樹 川西高久

冨所一成 中野圭一朗 辻吉彦

小野崎 康己 貫名 成 野口 浩雅

三井 敬太 矢口 未樹 栗原 一貴

松本　岳志 田島　行人 福田　敬広

真加部　泰志 清沢　晃輔 榎本　武彦

高田 洋 藤尾 剛士 天沼 悟志

小林 正哉 川鍋　裕司 石毛 亜沙子

根本 博之 辻川 知宏 ボブ プーチット

高橋 友美

佐山 眞 園田 恒治 飯田 勝

峰島 由利子 吉岡 智子 岡崎 次郎

堀　洋太 嶋瀬　裕亮 伊丸岡　咲乃

大坪　寛之

矢部 保旭 平井 志穂 藤田 和宏

飯田 和冴

海老名 聡子 畑山 真弓 飯野 謙二

佐藤 久枝 伊佐治 理江 高野 祐直

岡島 秀幸 佐藤 学 佐藤 由紀

北原 弘文 關本 丈夫 川村 悦子

石崎 勝彦 吉岡 英樹 崎元 一平

菅 隆悦 遠藤 俊康 吉岡 孝子

中谷 茂樹 佐藤 聖子 葛山 雅大

太田 丞 岩渕 隆也 鶏冠井 遙夏

小髙 俊明 白倉 誉之 白倉 香繭

矢吹 勲 相澤 良介 松永覚子

伊東 秀真 佐伯 映音 溝畑 理沙

宮川 那雨 岩井 真夢

32 139 A.Y.Park 1時間29分48秒

33 135 ぬまハウスA 1時間29分55秒

34 133 光が丘公園ラン 1時間29分56秒

35 131 上本郷KINGS 1時間30分03秒

36 145 パレランAチーム 1時間30分35秒

37 115 なら林に咲く花 1時間30分59秒

38 140 タスクフォース白井 1時間31分23秒

39 165 LUNFUNS Bチーム 1時間31分27秒

40 134 ぬまハウスB 1時間31分41秒

41 144 St.Staff 1時間32分48秒

42 117 若葉会RC 1時間32分49秒

43 119 チームN21 1時間33分19秒

44 147 不摂生 1時間33分32秒

45 105 Run for Hawaii 1時間34分18秒

46 161 西中野 1時間34分32秒

47 114 G-新総理 1時間34分47秒

48 129 FC CATS 1時間35分31秒

49 168 まふね走ろう会 1時間35分32秒

50 108 Run for Beer 1時間35分49秒

51 124 クーリード2021 1時間36分17秒

52 128 FC CATS 2 1時間36分26秒

53 152 チーム染野屋 1時間38分14秒

54 159 LUNFUNS Aチーム 1時間38分36秒

55 122 パレランBチーム 1時間39分03秒

56 162 EC品川 1時間41分31秒

57 154 H.I.F.Y. 1時間42分33秒

58 101 チームHZB 1時間42分42秒

59 107 Run for Cebu 1時間43分11秒

60 102 Run for Bali 1時間44分03秒

61 111 てくてく、と。 1時間44分53秒

62 104 Run for Saipan 1時間45分19秒

63 142 コーちゃんず 1時間45分31秒



順位 No. チーム名 記録 選手名

一般の部
順位 No. チーム名 記録

藤田 航介 高橋 紗里 本城 望心

荒尾 斗羽 石崎 みく

高橋 実 長谷川 雄一 浜田 洋美

高石一哉 北山 祐平 大内 彩

東岡 誠 大西 孝宗 山本 登喜子

池田 辰二 日影 和幸 中野 このみ

堤 哲人 土方 心平 飯島 千尋

和佐 喜美子 田村 洋佑 名和 智子

藤本 昌伸 中辻 直希 上出 真寛

中辻 真依

男女混合の部
順位 No. チーム名 記録

杉崎　隆慈 所澤　在 梶原　由季

柳原　航 堀田　穂 松浦　航

高須 清美 高須 望華 永田 京子

山口 美佳 豊田 真一 田中 章夫

野本 大介 澁谷 奈央子 宮澤 杏実

兒玉 優香 小坂 秀介 宮原 奈子

田村 由美子 島田 泰行 小島 素生

松川 みのり 原　真理

大久保 覚 野村 哲子 野村 紗瑛

金沢 勲 野村 碧

安井 覚弘 小室 貴久 安井 啓子

小室 理恵子 中田 好美 米倉 雄大

坂本　静 坂本 美帆 坂本 哲志

小田島　武道

福田 真由美 福田 美和 中富 つばさ

石田 馨 井口 有子

仙波 建次 鈴木 智之 髙野 洋子

仙波 敦子 嘉陽 朋子 田嶋 朱美

児玉 朝子 川俣 英法 勝俣 修司

斎藤 亜由美 田中 進一郎 勝俣 真樹子

高橋 芽久 野屋 隼人 間宮 智子

野屋 ひろみ

奈良島 信泰 庄司 寿浩 本多 愛子

宇佐美 篤 大久保 そのみ 小澤 望

和島 彩 盛島 愛望 小倉久
13 312 Lapish.RT 2時間02分08秒

選手名

11 311 イコールAGING 1時間43分54秒

12 303 YOGA＆RUN　白組 1時間47分26秒

9 306 どうぞお先に。 1時間43分07秒

10 308 こまどり 1時間43分08秒

7 310 withシズカ 1時間33分10秒

8 304 東京高田馬場組 1時間40分18秒

5 301 チームパックン 1時間29分19秒

6 307 ひまわり０８青 １時間30分03秒

3 302 なら林に吹く風 1時間27分23秒

4 116 ピクルス 1時間29分57秒

1 309 走れ！シュタイナー！ 1時間21分10秒

2 305 ヒコモンアダルト 1時間26分18秒

選手名

64 143 藤田ニコル 1時間45分33秒

65 106 Run for Palau 1時間45分43秒

66 103 Run for Taiwan 1時間46分24秒

67 113 G-SHOCK 1時間46分38秒

68 160 中辻新婚です 1時間58分40秒

69 127 ひまわり０８緑 棄権



女子の部
順位 No. チーム名 記録

三浦 礼子 薦田 政代 高橋 えりか

稲垣 恵美子 重村 しのぶ 好士 理恵子

コール ビリー 久保 書枝 茂木 千夏

大谷 京子 中部 香世 横張 裕子

金井 直美 池内 まり 鷲野 藍

池内 尚子 水野 麻衣子

進地 早苗 高野 智子 橋本 由紀子

太田 美登里 長谷川 文恵 佐藤 華子

藤井 里佳 鈴木 真記子 桑 恵里

古宮 美穂 小池 和枝 風間 千花

壮年の部
順位 No. チーム名 記録

藤野 多賀子 齋藤 雅子 水崎 健二

堅田 薫 吉田 直樹 伊藤美寿

中村 純子 八田 博 岩田 裕美

髙橋 こず恵 清水 一憲 日坂 美穂

高久 真 大谷 幸子 矢野 昌美

ファミリーの部
順位 No. チーム名 記録

城島 清貴 城島 蓮人 相澤 凜空

城島 駈 相澤 輝明

中牟田 雄 中牟田 雫 中牟田 倭

中牟田 麻依子 中牟田 空

小林 貴行 小林 龍平 小林 莉菜

小林 麻理 小林 芽莉

高橋 正晴 高橋 立真 高橋 稲斗

中学生の部
順位 No. チーム名 記録

冨田　洋輔 塚越　龍生 黒田　康耀

矢田堀　陽翔 北澤 友也

落合 陽翔 松永 悠司 井上 真斗

近藤 慶輝 鈴木 翔太 藤島 沙耶佳

菊地 幹太 中村 霞一 中島 綾香

外間 結那 西山 花音 塚越 葵葉

嘉陽 惇之助 田嶋 孔之亮 廣瀬 花音

大宮 光一 吉澤 璃子

髙野 克己 小林 凌 浅野 裕美

河合 祐輝 今川 愛美

菅原 裕美子 安月 怜奈 鎌田　諭

白栁 煌誠 猿渡 健太 三島 千夏

小学生の部
順位 No. チーム名 記録

戸間 勇輝 山内 兼水 山内 水恋 石井 遥賀 山田 夏鈴

今村 陸人 佐藤 美緒 山内 楓音 依田 純大

高須 琶華 篠田 美里 ポッダル アラミン 山口 眞幸 藤崎 心優

矢口 熙 篠田 幸志郎 永田 真奈 田中 鈴紋 矢田 唯紡

中村 旬之介 間宮 光之郎 野屋 和人 高橋 優太 野屋 拳人

牛窪 瑠香 秋山 友里江 西澤 千裕 佐藤 愛那音 佐藤 綺音

西澤 裕弥 牛窪 航平

3 901 イコール 1時間32分34秒

4 902 ゆかいな仲間たち 1時間46分35秒

選手名

1 903 国府津ランナーズ 1時間14分21秒

2 904 ヒコモンチルドレン 1時間29分01秒

5 502 一走懸命 1時間21分24秒

6 506 大田区立御園中学 1時間24分13秒

3 501 矢口A 1時間18分13秒

4 503 サンチューズデー 1時間19分57秒

選手名

1 504 プリキュア5 1時間06分52秒

2 505 一年ボーズ 1時間16分54秒

選手名

選手名

選手名

4 604 チームT 1時間50分14秒

1 801 MRCライダー 1時間23分18秒

2 802 花水木R C 1時間50分18秒

3 803 ローストビーフ 1時間50分36秒

4 805 やんちゃなマンゴー 1時間53分17秒

5 804 やんちゃなパパイヤ 1時間55分59秒

1 701 ヨガ＆ラン赤組 1時間27分00秒

2 703 千住チアフル 1時間48分12秒

3 702 ひるまえほっと 1時間56分07秒

4 704 Lapish.壮年部 2時間20分14秒

1 602 チームＪＡ 1時間27分14秒

2 603 なぎちゃま 1時間35分54秒

3 601 こばやん 1時間41分09秒



　新日本スポーツ連盟は、1965 年の創立以来「スポーツ き

みが主人公」の理念のもと、誰もがスポーツを楽しめる社会

を目指して、さまざまな活動をしています。自主的なスポー

ツクラブの活動を支援したり、スポーツ環境の整備・拡充を

図る運動をしながら、「スポーツをやりたい、うまくなりた

い」という要求をみんなで協力して実現できるように取り

組んでいます。

　機関誌「スポーツのひろば」は、このようなスポーツ連盟

の活動・理念を多くの人に知ってもらいたい、生涯を通じて

スポーツするために役立つ情報を発信したいという想いの

もとで発行されています。種目の枠を超えた総合的なスポー

ツ情報誌です。是非、豊かなスポーツライフをつくるために、

「スポーツのひろば」の購読をオススメします。

・なぜ筋肉痛になるの？　筋肉痛にならない方法

・「選手宣誓のときになぜ手を挙げるの？」

　・・・スポーツの素朴な疑問 10

・愛ちゃんの「サー！」の効果は・・・スポーツと声の不思議 

・スポーツドリンクはそのまま飲むか、薄めて飲むか？

・「完璧」を捨てよう・・・Let's プラス思考

・ボールを直視しちゃダメ？ スポーツと「みる」のこと

・スポーツ中に倒れる人が増えている !?

・100 歳でも筋力は強くなる！ 成田きんさんの筋トレ法

・スポーツをするとき、どんな呼吸をしている？

・楽しいパートナーストレッチ　　　（過去の記事内容より）

新日本スポーツ連盟 機関誌 新 本 連 機関

「スポーツのひろば」 の購読を

オススメします！

（送料込みの場合 3,600 円）2,900円

PR ICE  DOWN！

スポーツに役立つ情報満載

発行元：新日本スポーツ連盟

TEL 03-3986-5401　FAX 03-3986-5403   Ｅ-mail hiroba＠njsf.netスポーツのひろば

ホームページアドレス

検索

FAX 03-3986-5403

定価 ４５０円 ２９０円→

年間購読

※2014年4月1日から

http://www.njsf.net/hiroba/ 〒170-0013　東京都豊島区東池袋2-39-2 大住ビル402

年 10 回発行





～次回のお知らせ～
　

第11回ゆりかもめリレーマラソン

日にち　2021年11月上旬＜予定＞
会場　　　東京臨海広域防災公園

皆さまのご参加お待ちしております



当日の写真を Google フォトにアップしています!! 

下記のQR コード、URLからご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/rGb5ZQutqEceJoPg6 


