
 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催者あいさつ 
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分 18 秒に発生した東日本大震災・・・ 

震災後 1 年と 2 ヶ月経った 2012 年 5 月 17 日、日本を元氣に！！東北を元氣に！！という事を目的に春日井市役所をスタ

ートし 262 日間をかけて日本一周マラソンをいたしました。女一人でバッグパックを背負って走っている姿を見て、多くの方に

声をかけていただき、特に被災地に入ってからは、走る姿を見つけて追いかけ飲み物などの差し入れをくださったりと反対に

激励されることも多く、あらためて日本人の温かさに触れることが出来、感動の毎日でした。 

この間、震災では助かったものの、その後の津波で死んだ方が良かったと嘆く方や、肉親や友人、知人を一瞬のうちに亡く 

すという、震災前には予想もしなかった悲惨な現実を語る被災者の皆さんの声が耳から離れず。また先の見えない福島の原

発事故では心が痛む毎日。 

復興の二文字には程遠く、息の長い支援が大切と痛感し、日本一周から戻った 2 ヶ月後、この経験 

を土台にした次なる挑戦にチャレンジしようと考えるようになりました。 

非被災地の私たちにとって、被害者の心の奥底の気持ちを分かち合うことができないのも現実。 

しかし、そんな私たちもいつ被災者になるかもしれませんし、人はひとりでは生きてはいけません。 

そこで、家族の絆、そして社会の絆を繋ぎ、さらに加えて、日本の宝、世界の宝である未来ある被災地の 

子どもたちへの支援を目的に「絆マラソンｉｎ春日井」を開催し非被災地である私たちも今一度、心を寄せ 

るきっかけになるマラソン大会を生まれ育った春日井市で開催したいと企画いたしました。 

そんな趣旨にご賛同いただき多くのランナーの皆さまにご参加いただき心より感謝申し上げます。 

                       絆マラソン実行委員長 波多の明翠 

【チャリティーの内容】 
 今大会の運営経費を除いた収益金と RUN×10 運動の義捐金は、東日本大震災の被災者の子どもたちの支援のために春

日井市内で福島の子どもたちを招いている「雨にも負けずプロジェクト」と南三陸町内の子どもに寄付をさせていただきます。 

詳細は HP で随時発表いたします。 
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選手受付  子どもランニング教室受付 

開会式  書道パフォーマンス 

スタート位置集合 

リレースタート （ファンファーレ 中部大学シンフォニックバンド） 

子どもランニング教室 教習所校舎内ロビーに集合 

リレーフィニッシュ （ダンスパフォーマンス 中部大学ダンスサークル“フラットライン”） 

閉会式・表彰式 （３位までと特別賞） 

 

 

  



コース図 

 

１． スタートは追い抜きや混乱を避けるため、走力順（自己申告）にお並びください。 

２． 案内表示やカラーコーンに従ってコース左側を走行して下さい。 

前方のランナーを追い越す場合は、右側を十分気をつけて追い越してください。 

３． タスキを受け渡す場所はゼッケンのアルファベットと色で分けられたリレーゾーンでお願いします。 

４． リレーゾーンは次に走る選手のみが入れます。他の選手・チームは応援エリアで待機してください。 

５． 急カーブや曲がり角、坂道などテクニカルなコースです。気をつけて走行してください。 

６． 応援エリア２・応援エリア３への往来はコースを横切ります。係の指示に従って横断してください。 

応援エリア３はゴール時にダンスパフォーマンスを行いますので 11 時 20 分までの使用となります。 

ゼッケン・計測について 

１． ゼッケンはウエア前身に付けてください。空きスペースにチーム名や意気込みを書いてください。 

２． タスキについたチップによる計測です。必ずタスキをリレーしてください。 

３． １１時３０分にフィニッシュの号砲が鳴ります。１１時２９分５９秒に計測ラインを超えて

いれば、もう一周走ることになります。周回数＋ゴールタイムで順位が確定しますの

で、走るのをやめないで最後まで走りきってください。 

※システム上、計測不能となる可能性もありますのでご了承ください。 

※チップはマラソン後必ず返却ください。返却の無い場合は実費（\4,000）を請求させていただきます。 

注意事項 

１． 大会本部（ステージ左側）にセルフエイドがあります（ウォーターサーバーのみ） 十分水分を取ってください。 

２． トイレと女子更衣室は教習所校舎１階をご利用ください。 

３． 荷物、貴重品はチームや各個人で自己管理ください。ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。 

写真撮影 

レース中に撮影した写真をご希望(有料）の方はＳＴＹまでお問合せください。 sty771sourire@gmail.com 

 



ゲスト：アドヴェンチャーランナー：高繁勝彦 司会：木村純子 

９月１日にパースをスタートして始ま

った「ＰＥＡＣＥ ＲＵＮ世界五大陸４

万キロランニングの旅」 

第二章「ＰＥＡＣＥ ＲＵＮ２０１３ オ

ーストラリア横断＋ニュージーランド

縦断ランニングの旅」をスタートし、２

月１０日正午過ぎ、１６３日目にして

無事シドニーオペラハウスゴール！ 

ラジオパーソナリティー、リポーター、

TV キャスターとして東海地方を中心に

活動後、現在はフリー・アナウンサーと

して国際親善や地域復興イベント、海

外観光協会のフェアやパーティー司会

として活動。 

準備体操：稲垣寿美恵 書道パフォーマンス：波多の明翠 

国際的なウルトラマラソンランナー。

2010 年 スルジェール４８時間走を

世界記録で優勝、2010～2014 年  

フィンランド２４時間走優勝をはじ

め、様々なレースで輝かしい記録を

残している。春日井市在住 

東北復興を願いながら 2012 年 5 月 17

日から 2013 年 2 月 2 日までの２６２日

間かけて「絆」一筆書きマラソンで日本

一周を達成。2013 年からあいち観光メ

ッセンジャーとして日本一周第 2 章愛知

県篇を終了。春日井市在住 

太鼓：笛木良彦 

子どもランニング教室：和田真人 絆マラソン応援団 

2012 年、世界で最も過酷な「サハラ

マラソン」を完走。過去パリ～ダカー

ルラリーでリタイヤしたリベンジを自

らの足で果たす。 

現在は「らんらんランニングコーチ」と

して、初心者向けランニング教室や

名古屋ウィメンズマラソン完走プロジ

ェクトなどで走る楽しさを伝えている。

春日井市在住 

 
書のまち春日井マスコット 
キャラクター 「道風くん」 

 
春日井のご当地ヒーロー 

カスガイガー 

協賛社（敬称略） 

株式会社ジェイエスティ、イワクラゴールデンホーム株式会社、株式会社エスワイフード 

エイチ・エス・アシスト株式会社、大泉寺温泉 福の湯、有限会社東海タック、株式会社アイスタット 

株式会社 KPS、株式会社清水屋、株式会社ニシオスポーツ、有限会社花、有限会社花萬レトワール 

合資会社水徳、株式会社モンシェル、パティスリーメリ・メロ、建物環境開発 

協力 絆サポーター 後援 

春日井市民球場 

中華料理四川 

わしょく屋 

ビタショコ春日井コミュ 

有限会社イトウデザイン 

一般財団法人ラン・フォー・ピース協会 

則木八重子 様 

加藤大喜 様 

橋本和也 様 

大西信秀 様 

半田ゆう子 様 

松本東喜雄 様 

森口尚一 様 

出口美紀 様 

春日井市、春日井市教育委員会 

春日井市観光協会、春日井商工会議所 

春日井市商店街連合会、春日井ライオンズクラブ 

一般社団法人春日井青年会議所 

公益財団法人春日井市スポーツ・ふれあい財団 

ＮＰＯ法人ビタショコ、ＮＰＯ法人ＰＥＡＣＥ ＲＵＮ 

中日新聞社 

会場協力 

春日井自動車学校  春日井市明知町 230-1 TEL 0568-88-5577  http://www.kasugai-ds.com/ 

絆マラソン実行委員会 

春日井市柏原町 1-88 ネットクラフト有限会社内  TEL 050-3594-1287 FAX 0568-35-4840 

ホームページ http://kizuna-marathon.jp  E-mail : info@kizuna-marathon.jp 

 



ゼッケン チーム名 代表者 人数 ゼッケン チーム名 代表者 人数
A001 チームＲ 檀野 裕美 2人 C055 team YABUYA 谷口史泰 5人
A002 ＩＲＬ陸上部・ 山上 遼 2人 C056 team いいよねっ会 横瀬 武夫 5人
A003 マダムリ族 矢木 宏和 2人 C057 百花練☆RUN teamB 祖父江 麗子 5人
A004 ちーむ梨汁 伊東 和也 2人 C058 RUNNERS COLONY 山中賢治 5人
A005 のぐっちーず 菱川 崇 2人 C059 Team SODACHI 才木律恵 5人
A006 エーエムエス 山田 高裕 2人 C060 JSTフィリピンボランティア 浅菜一樹 5人
A007 チームH&M 高田 康雄 2人 C061 JSTタイボランティア 浅菜一樹 5人
A008 早朝チーム 松橋忠彦 2人 C062 JSTオールスター 浅菜一樹 5人
A009 ソクレックス 池野翔一 2人 C063 BNI春日井ワンダー 和田真人 5人
A010 チームゴジラ 井上 幹雄 3人 C064 江戸川物産ＲＣ 湯本 充範 6人
A011 チームすー３ 加藤 朝康 3人 C065 ラン友 岩井 保憲 6人
A012 高蔵寺ＡＲＣ 小澤 清子 3人 C066 チームリフレ 池野 翔一 6人
A013 あゆみのり 大西 ゆかり 3人 D067 ＭＩＲＡＩ 望月 智春 6人
A014 ＦＯＲＯＵＲＳ 加藤 智道 3人 D068 おはよう 服部 朋子 6人
A015 ＦＯＲＯＵＲＳ 岩井 由美子 3人 D069 シンコー 後藤 宏伸 6人
A016 ナガケン 橋本 尚典 3人 D070 株サイトー 齋藤 瑞恵 6人
A017 チーム昆布 山田 愛子 3人 D071 湘南シャイズ 井上 節子 6人
A018 はにゅ世代★ 荻野 由里惠 3人 D072 百花練☆RUN teamD 亀井 智貴 6人
A019 さぼってんず 門田 絵美 3人 D073 湘南シャイズ２ 井上 健一 6人
A020 楽走小犬 濱田 美保 3人 D074 湘南シャイズ３ 井上 健一 6人
A021 テトラふうせん 伊藤 公子 3人 D075 ADL55 東正人 6人
A022 チーム煮干し 吉田 誠 3人 D076 らんらんランニング 和田真人 6人
B023 ＣＲＴ 村瀬 敦 3人 D077 JSTバリボランティア 浅菜一樹 6人
B024 ＦＯＲＯＵＲＳ 菅野 達也 3人 D078 武田新聞店 平口英紀 6人
B025 ＦＯＲＯＵＲＳ 藤井 佳加 3人 D079 こうげちゃんず 高下 峻一 7人
B026 小林一 林 敬介 3人 D080 ＮＯＲＩ 中村 州宏 7人
B027 チーム大内田 大内田昇 3人 D081 ハロクライン 三橋 修一 7人
B028 チームす－。 小田 智佳子 4人 D082 ISV 安達かおり 7人
B029 走ＲＵＮ会 伊佐治 順子 4人 D083 ビタショコ美ジョガー 上田幸子 7人
B030 鈴名会　極み 西垣 洋志 4人 D084 KIRINYAgroup 大鹿敬資 7人
B031 まちゃてる 市川 聖子 4人 D085 紫陽花ＲＣ 清川 流 8人
B032 百花練☆RUN teamA 伊藤 雅恵 4人 D086 チーム岡っち 川崎 和子 8人
B033 百花練☆RUN teamC 中嶋 園美 4人 D087 柏原ＲＵＮｓ 川崎 路偉 8人
B034 コロニーランナーズクラブ 小林元重 4人 D088 和太鼓もりやん 山本 純子 8人
B035 ダイセンスポーツクラブ小牧Ａ 尾崎元紀 4人 E089 マキノハルカス 黒澤 真紀 8人
B036 ダイセンスポーツクラブ小牧Ｂ 尾崎元紀 4人 E090 チームサカイ 日江政弘 8人
B037 ダイセンスポーツクラブ小牧Ｃ 尾崎元紀 4人 E091 ハッピートーク 吉田久江 8人
B038 Que sera sera 林みさこ 4人 E092 チームNAOMI 渡辺尚美 8人
B039 JSTボランティア選抜 浅菜一樹 4人 E093 コンサートグループ「花の詩」 鈴木たか子 8人
B040 スーザの行進 加藤 宏 5人 E094 世界の山ちゃんRT 潟見正志 8人
B041 チームす－。２ 小田 篤 5人 E095 大広 宗像耕路 8人
B042 スライド 小長根 厚志 5人 E096 年金バスターズ 佐藤淑子 8人
B043 新日鐵住金 日高 孝輔 5人 E097 アベンタドール 伊藤弘将 8人
B044 名嬢ラン 鷹巣 優 5人 E098 王子走友会 時任 美香 9人
C045 新日鐵住金！ 大野 功太郎 5人 E099 Ｆ．Ｏ 大野 博 9人
C046 イズミ 渡邉 力 5人 E100 チームＯ 神野 あさみ 9人
C047 Ｄ．Ｉ．ＪＯＥ 三嶋 和志 5人 E101 チーム大西 大西喜隆 9人
C048 新日鉄住金Ｒ 田島 孔志 5人 E102 ＳＷＲＣ 加藤 秀峰 10人
C049 新日鐵住金Ｇ 橋本 貴宏 5人 E103 チームミヤコＢ 志津 伊佐朗 10人
C050 新日鐵住金Ｕ 熊澤 佑哉 5人 E104 チームミヤコＡ 大久保 菖禮 10人
C051 新日鐵住金Ｏ 小野寺 祐太 5人 E105 ＋Ｆ 時田 淳次 10人
C052 ＴＨＭ 伊藤 一男 5人 E106 鷹６４会 高屋 英史 10人
C053 南三陸の空と海 加藤 友英 5人 E107 士業研究会 新保善朗 10人
C054 大見と目とほか 目 彰伸 5人 E108 ３％の会 山田竜二 10人

※ゼッケンのアルファベット（A～E）はリレーゾーンの交代ブロックになります。

第1回　絆マラソンin春日井　出場チームリスト




