第 回大田原マラソン大会
第５回大田原車いすマラソン大会
月 日︵火・勤労感謝の日︶開催

461

35km

23

９

湯津上小学校

佐良土小学校

25km

福原小学校

交通規制

を

マラソン
10kmおよび
車イスマラソン

20km

15km

中間点

スペシャル
ゼネラル
スポンジ
仮設トイレ
※ 借用トイレ

小種島大橋

給水地点

蛭田小学校

親園小学校

10km

箒川

高等学校

294
※
ライスライン

マラソンコース
折り返し点
※

晩秋の那須野路を走る﹁第 回大田原マラソン大
会﹂
﹁ 第 ５ 回 大 田 原 車 い す マ ラ ソ ン 大 会 ﹂が ︑ 月
日︵火・勤労感謝の日︶に開催されます︒
マ ラ ソ ン 大 会 で は 名 の 選 手 を 招 待 し ︑エ ン ト
リーは昨年度より７００名も上回り４５００名を
超え︑大会史上最多となりました︒
また︑車いすマラソン大会では 名の選手を招待し︑
一般参加７名︑総勢 名の選手が力走しますので︑
皆様には沿道からの温かいご声援をお願いします︒
なお︑今年度からマラソンコースが湯津上地区を
経由するコースに変わります︒
当日はコース周辺で交通規制が行われますので︑
ご理解︑ご協力をお願いします︒
■問い合わせ
スポーツ振興課市民スポーツ係
︵２２︶８０１７
※その他の招待・優待選手は３ページをご覧ください
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車いすマラソン招待選手
廣道 純さん(右写真および左写真中央)

34
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10km女子招待選手 マラソン男子招待選手
星野芳美さん
小島忠幸さん

国際医療福祉大学

スタート
フィニッシュ 大田原女子
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コースおよび交通規制案内図
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●招待・優待選手一覧
マラソン男子(９名)
１ 小島 忠幸 34歳
２ 佐藤 雄治 24歳
３ 森
勇基 26歳
４ 川崎 健太 24歳
５ 川畑 憲三 25歳
６ 河合 祐介 28歳
７ 醍醐 大介 26歳
８ 西澤 悟志 32歳
９ 布施 知進 30歳
マラソン女子(19名)
51 太田 尚子 41歳
52 田中 優子 46歳
53 田邉 美代 35歳
54 宇根由美子 39歳
55 熊谷 順子 35歳
56 稲見 真己 29歳
57 安田 美雪 38歳
58 玉虫 智子 33歳
59 宮田 博美 38歳
60 藤澤
舞 36歳
61 名越ゆかり 43歳
62 神原 百合 34歳
63 河原
涼 26歳
64 大後みどり 45歳
65 竹内 恵子 49歳
66 峯嶋奈都美 35歳
67 五十嵐恵子 35歳
68 古川 朋子 40歳
69 高嶋 直美 46歳
70 八木 洋子 30歳

氏名の前の数字はナンバーカード(敬称略)

旭化成
トヨタ紡織
スズキ浜松アスリートクラブ
スズキ浜松アスリートクラブ
愛三工業
柳河精機
柳河精機
山二発條
静岡陸協
作．ＡＣ北海道
トムズ・コンサルタントＲＣ
AC.KITA
ＲＵＮＷＥＢ
ロイヤルハウス福島
AC.KITA
新日鐵君津
Harriers
ちばりよ〜RC
札幌市役所
セカンドウインドAC
ラフィネRC
DREAM
アミノバイタルAC
藤沢市陸協
ラフィネRC
セカンドウインドAC
横浜旭走友会
国立スポーツ科学センター
五泉ＡＣ

10ｋｍ男子の部(４名)
◆29歳以下
21 松本 昂大 23歳 エスビー食品
22 エドワード ワウエル 20歳 ＮＴＮ
23 パトリック ムワカ 18歳 愛三工業
24 宮川 浩太 27歳 eA東京
10ｋｍ女子の部(２名)
◆39歳以下
71 宗 由香利 26歳 旭化成
◆40歳以上
72 星野 芳美 44歳 eA静岡
車いすマラソン大会出場者ナンバーカード
◆招待選手
20001 廣道
純(大分県)
20002 渡辺 習輔(大分県)
20003 松永 仁志(岡山県)
20004 島田 一彦(茨城県)
20005 吉田 高志(大阪府)
20006 樋口 政幸(長野県)
20007 山賀 英二(新潟県)
20008 久保 恒造(北海道)
20009 川合
龍(栃木県さくら市)
◆一般参加選手
20010 五十嵐和徳(栃木県日光市)
20011 今泉
武(茨城県)
20012 庄司 和浩(茨城県)
20013 田口
勉(埼玉県)
20014 小松崎 進(茨城県)
20015 梶間 弘寿(茨城県)
20016 塩田 清高(埼玉県)

第９回イルミネーションコンテスト参加者募集
大田原市ホームページ http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/

透き通った冬空の下に輝く美しいイルミネー
ションは、私たちの目を楽しませ、心を和ませ
てくれます。
毎年、本市の冬の風物詩としてお楽しみいた
だいております イルミネーションコンテスト
を今年も開催いたします。
コンテストでは、イルミネーションの規模で
はなく、テーマ、コンセプトなどの表現を重視
した審査を行います。
飾り付けが初めてという方も、ぜひご参加く
ださい。
●受付期間 11月８日(月)〜11月22日(月)
●点灯期間 12月１日(水)〜12月31日(金)
●賞について
★金賞 １本 賞状･副賞(市子育てチケット５万円分)
〃
３万円分)
★銀賞 ２本 賞状･副賞(
〃
１万円分)
★銅賞 ５本 賞状･副賞(
〃
５千円分)
★佳作 10本 賞状･副賞(
その他、特別賞・参加賞あり。
●参加資格 市内在住の団体、法人、個人
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■申し込み・問い合わせ
商工観光課商業振興係
（２３)８７０９

●申込方法 指定の申込書にイルミネーション
を撮影した写真(プリンターで印刷したものも
可)を添えて、商工観光課、観光交流センター
(黒羽庁舎内)、湯津上支所総合窓口課のいず
れかにお申し込みください。
※写真撮影ができない場合は事務局で写真を
撮影しますのでご連絡ください。
※市ホームページから電子メールで申し込む
こともできます。
●審査日 11月25日(木)
●審査方法 第１次審査 写真審査
第２次審査 市が委嘱する審査員が現地を回
り、各賞を決定。
●結果発表 各賞受賞者に個別に通知。上位入
賞者の作品は、広報おおたわら１月１日号に
写真を掲載。また、申込者の氏名と設置場所
を案内するマップを広報おおたわら12月15日
号に掲載予定。
●注意事項 屋内の飾り付けは審査対象になり
ません。

