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ヨーロッパアルプスの最 高 峰、モン
ブランの周りを ぐるりと一周 する
約１７０㎞のウルトラトレイルレース
「ウルトラトレイル・デュ・モンブラ
ン（ＵＴＭＢ）
」にて。 日頃のトレー
ニングの成 果が功 を 奏してエイジ
別５位に入 賞。 終 始、メンタルが
切れなかったことも大きい。

王滝村に集まろう！

マウンテンバイクを楽しもう！

暮らし、仕事、学業、プライベート等にお
いて、人それぞれ意識せずともモチベーショ
ンを持ち合わせていて、そのモチベーション
の高さによって生活に張りが出て、充実した
日々を送れるようになるのではと思っていま
す。朝起きて、学生であれば学業、社会人で
あ れ ば 仕 事、 主 婦 で あ れ ば 家 庭 の 仕 事 に 備
えるため、
「よしっ、今日も一日頑張ろう！」
とモチベーションを高めていくことで、自分
を成長させてくれる一日になるに違いありま
せん。もちろん、それぞれの場面で問題を抱
えている人もいるかと思います。そんな場合
でも、くよくよ悩まず、問題解決後の自分を
想像し、ポジティブに生活することが大切な
のではないかと思います。
マ ラ ソ ン に お け る 加 齢 と の 闘 い。 年 齢 と
ともに筋肉の質が落ち、柔軟性や瞬発力が衰
え、視覚聴覚の低下により集中力が散漫にな
り、疲労が抜ける時間も長くなります。その
症状は 歳を超えると顕著になります。けれ
ど、がむしゃらに練習してきたころとは異な
り、年齢に応じたトレーニング方法や休息期
間、ランニングフォーム、栄養摂取などを考
えることで、加齢に打ち勝ち、自己ベストを
更新することも夢ではないと思っています。
エンデュランススポーツにおいて私が心
掛けていることは、量ではなく質を高めたト
レ ー ニ ン グ、 ス イ ム や バ イ ク の 複 合 種 目 の
ト レ ー ニ ン グ、 筋 肉 に 頼 ら な い ラ ン ニ ン グ
フォームの改善、理にかなった栄養補給法な
ど、工夫を凝らすことです。その結果、自己
ベストの達成、もしくは同じ世代で入賞する
ことができれば、これほどうれしいことはあ
りません。まだまだ伸びしろがあるという自
意識。これがエンデュランススポーツに対す
る自分がモチベーションを保ち続けることが
できる理由ではないかと思っています。

量より質のトレーニング

SUP（スタンドアップパドルボード）
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連載

ます。

㎞）で３時間台で走る

ＯＳＪ編集長 滝川 次郎

ベーションを上げていきたいと思ってい

出し切った自分を想像することで、モチ

あることを信じ、フィニッシュ後の力を

加齢に打ち勝つ。まだまだ伸びしろが

にも大いにその効果が発揮されるのです。

める上で、マラソンにもトレイルレース

の練習には不可欠ですが、心肺機能を高

とバイクです。どちらもトライアスロン

る代わりに、取り入れているのがスイム

ればならないこと。月間走行距離を抑え

行距離は１５０～１８０㎞にとどめなけ

ニングは体の負担が大きいので、月間走

付けたいのは、質の高いランニングトレー

て最適と信じ、日々行っています。気を

えるための峠走。この３つが自分にとっ

ターバル、どの種目でも必要な地足を鍛

ランへの順応力を高めるための坂道イン

の登攀力やトライアスロンのバイクから

ためのスピード練習、トレイルレースで

の最後のラン（

マラソンを２時間台、またアイアンマン

ターバル、そして長めの峠走が中心です。

ピード練習、勾配がきつい坂道でのイン

ログラムは、トラックフィールドでのス

でなければなりません。トレーニングプ

で、どの種目にもつながるトレーニング

アイアンマントライアスロンとさまざま

ラソン、１００マイルのトレランレース、

のですが、私のトレーニングの目的はマ

目指すべきスタイルも異なる場合が多い

ンピックディスタンスやアイアンマン等、

グレース、トライアスロンであればオリ

ドルディスタンスや１００㎞以上のロン

トラマラソン、トレイルランであればミ

目でも、ロードであればマラソンやウル

目を定めている人が多く、それぞれの種

イルランニング、トライアスロン等、種

トレーニングの目的が、ロード、トレ

体的にお話ししたいと思います。

り質”のトレーニング方法について、具

OSJ SQUARE

表紙のことば

大海原と雪山を舞台にしたアウトドアスポーツ写真を撮り続けるカメラマンの木下健二さん。木下さんが撮る大

海原でのアウトドアスポーツというと、アウトリガーカヌーです。アウトリガーカヌーがさかんなハワイでは、カヌー

「運動神経が良かろうと、悪かろうと」

OSJ TALKing Vol.26

E-mail:club@waileajapan.net
神奈川県鎌倉市材木座６-22-６ CRB内 TEL:0467-25-1717

無料配布
•オールカラータブロイド版

月間走行距離は１８０㎞以内にとどめる

配布店リスト
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「オーエスジェイ」フリースタイル通信

OUTDOOR SPORTS JAPAN

㈱ＯＳＪ
（Outdoor Sports Japan）が年4回（3
月26日、6月26日、9月26日、12月24日 ）発
行しているアウトドアスポーツ愛好者およびこれか
らアウトドアスポーツを始めたいという人のための
フリーペーパー。全国のアウトドアスポーツ関連
ショップのほか、
アウトドアスポーツの大会やイベン
ト会場などで手に入れることができます。

50

C O N T E N T S

八幡 暁〜水と足元とわたし〜
第5回「現実を前に。」

に神が宿るといわれ、神聖な乗り物として特別な扱いをされています。写真は、ハワイ諸島のモロカイ島からオ
アフ島までの約70 ㎞を、
６人乗りのアウトリガーカヌーで10人のクルーが交代しながらフィニッシュを目指す世

の勇姿です。海峡のうねりが激しい時は20フィート
（約６ｍ）以上の高波を乗り越えて進むという、体力はもちろ

界最高峰の女子アウトリガーカヌーレース「ナ・ワヒネ・オ・ケ・カイ
（Ｎa Ｗahine Ｏ Ｋe Ｋai）」での日本チーム
んのこと、精神力、そしてチームワークが重要な競技です。木下さんはカメラマンであるとともに、日本チームの
監督を務めていて、昨年、木下監督率いる日本チームは64チーム中11位と大健闘。今年は念願のトップ10
入りも夢ではなくなりました。

●木下さんが代表を務めるアウトリガーカヌークラブ
Wailea Canoe Club Japan
体験会もやっています！

年前の半数以

王滝村の人口は７９７人（２０１７
年３月１日現在）で
下、ここ 年間では２００人以上減少

村民の３人に１人が

歳以上。何か

そ ん な 王 滝 村 を 救 う べ く、 Ｏ Ｓ
号に掲載した地域活性化のプラ

「自然豊かな環境で暮らしたい」
「人

そ し て「 地 域 お こ し 協 力 隊 」 は、

１０、
０００プロジェクト」です。

模 索 す る 壮 大 な 計 画 が「 ロ ー カ ル

村 に １ ０、０ ０ ０ 事 業 の 立 ち 上 げ を

都会から移り住んだ多くの地域おこ

活性化に貢献していきます。現在も、

しい取り組みを始めることで、地域

し、地元の人たちと協力しながら新

治体からの委嘱を受け、地域で生活

グ コ ー ス や お ん た け ２ ２ ４ ０（ ス

村の林道の一部を使用したツーリン

マウンテンバイカーが訪れる、王滝

レース参戦のため５０００人以上の

フィールドの拡充があります。毎年

四 合 目（ 御 岳 高 原 ／ 標 高 １ ５ ０ ０

五合目（八海山／標 高１６８０ｍ）
、

山七合目（田の原／標高２１８０ｍ）
、

ランニングフィールドでは、御嶽

岳湖でカヤックやスタンドアップパ

探索したいと思います。その他、御

そしてまだまだ未開拓なトレイルを

で の エ ン デ ュ ラ ン ス ト レ ー ニ ン グ、

ｍ）までの高所トレーニングや林道

能な御嶽山九合目（標高約２９００

を通してアウトドアスポーツ愛好者

若い世代の人たちが移り住み、一年

ス ポ ー ツ を 営 む 会 社 が 多 く 進 出 し、

数 年 後 の 王 滝 村 を、 ア ウ ト ド ア

ジェクト」の本格始動を目指します。

アウトドアスポーツビレッジプロ

い。そう夢見て、これからも活動を

ｍ）
、そして松原スポーツ公園（標高

るトレッキングツアー、ふもとから

続けていきます。

キー場）を使用したダウンヒルコー

に合わせたトレーニングコースを陸

御嶽山への沢登り、王滝川や支流で

し協力隊が、全国各地の地方自治体

するエンデュランスコースなどを充

上チームに提案したいと思います。

の渓流釣りや川遊び、松原スポーツ

とのつながりを大切に暮らしたい」

「王滝村アウトドアスポーツビ

実させ、レース以外の日でもＭＴＢ

ト レ イ ル ラ ン で は、 立 ち 入 り 可

が集う日本一元気な村にしていきた

都会から離れ、地方で暮らしてみた
レッジプロジェクト構想」の具体

が堪能できるフィールド整備を進め

ド ル（ Ｓ Ｕ Ｐ ）、 お ん た け 古 道 を 巡

いという人にはうってつけの取り組
的 な プ ラ ン と し て、 ま ず は Ｍ Ｔ Ｂ

約９００ｍ）と、標高や競技レベル

けて行い、２０１８年には「王滝村

るよう、フィールドづくりを一年か

ざまなアウトドアスポーツが楽しめ

ングウォールなど、四季折々にさま

公園に併設を計画しているクライミ

きい地域密着型企業を全国各市町

資 金 を 活 用 し て、 雇 用 吸 収 力 の 大

す。その中の一つで、地域の資源と

拡大を目的としたプロジェクトで

を 呼 び 込 む、 地 域 経 済 の 好 循 環 の

と 」 を 呼 び、「 ひ と 」 が「 し ご と 」

ご と 」 を つ く り、「 し ご と 」 が「 ひ

進 プ ロ ジ ェ ク ト 」 は、 地 方 に「 し

り 組 ん で い る「 地 域 経 済 好 循 環 推

総務省が地域活性化を目指し取

域おこし協力隊」たちの活躍です。

プロジェクト」と、意欲溢れる「地

活 動 の 一 環「 ロ ー カ ル １ ０、０ ０ ０

なのは、総務省が取り組む地方創生

ツビレッジにしていくために、必要

王滝村を真のアウトドアスポー

になりました。

が、いよいよ本格的に始動すること

ポーツビレッジプロジェクト構想」

た な 思 い の「 王 滝 村 ア ウ ト ド ア ス

や県からの補助金などを駆使し、新

かなか前に進まず、自らの資金、国

想」でした。けれど他力本願ではな

アスポーツビレッジプロジェクト構

コラボレーション「王滝村アウトド

ンが、木質バイオマス発電との夢の

Ｊ

せん。

にもつながる可能性もなくはありま

高齢化がさらに進み、村の存続危機

しらの手立てを打たなければ、少子

65

み。活動期間は最長３年で、地方自

王滝村をよく知るガイドから王滝の魅力を教わりながら歩く、
おんたけ古道を巡るトレッキングツアーを予定しています。
王滝川や支流での渓流釣り。自然の中で一人の時間に没
頭できる、そんなぜいたくな時が過ごせそうです。

ハイキング
渓流釣り

子どもから大人まで人
気のアクティビティ。
松原スポーツ公園内
にクライミングウォー
ル併設を計画してい
ます。
王滝川や支流は、水が大好きな子どもたちにとって格好の
遊び場。渓流の音を聞いているだけでも癒されます。

4
Otaki

30

しています。高齢化率も急速に進み、

10

ス、松原スポーツ公園の裏山を活用

たいと思います。

42

で活躍しています。

王滝村アウトドアスポーツビレッジ実現に向けて
文／滝川次郎

「 地 域 お こ し に 関 わ り た い 」 な ど、

イラスト／ヤス・タグチータ プレミアム

ふもとから御嶽山への沢登りも楽しめます。川は急な流れに
足を取られると危険なので、ガイドと一緒に行くツアーの企
画なども進めています。
おんたけ銀河村キャンプ場や森きちオートキャンプ場でアウト
ドアライフを体験。夜には満天の星が広がります。

沢登り
キャンプ

クライミング
川遊び

標高 900 ｍに位置する御岳湖で、御嶽山を望みながらの
スタンドアップが可能に。ゆっくり景色を楽しみながら、広大
な御岳湖を自分のペースで進みましょう。
御岳湖ではカヤックも楽しめます。水面から見上げる王滝の
自然は、四季によって異なる彩りを見せてくれます。

SUP
カヤック

御嶽山七合目、五合目、四合目など、競技レベルに合わ
せた標高の異なるトレーニングコースを整備していきます。初
心者は松原スポーツ公園でランを楽しめます。
御嶽山を望み、御岳湖をめぐり、お腹が空いたら王滝食堂
へ。王滝村の見どころを一気に回りたい人にはロードバイク
がおすすめです。

ランニング
ロードバイク

王滝村の林道を使用したツーリングコースやおんたけ 2240
（スキー場）を使ったダウンヒルコース、松原スポーツ公園内
のエンデュランスコースなど、レベル別のコースを整備します。
標高約 2900 ｍの御嶽山九合目までの高所トレーニングや
林道でのエンデュランストレーニングができるように、トレイル
の開拓を進めていきます。

マウンテンバイク
トレイルランニング

OSJ freestyle express vol.46
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Otaki

5

王滝村に
集まろう！

日本一のアウトドア
スポーツ発信基地
四季を通じてアウトドアスポーツが楽しめる王滝村へ！

1

王滝村の春夏秋冬～年間イベントスケジュール～

御

嶽

山

2

3

おんたけ 2240

田の原天然公園

2月

3月

5

十二大権現

富士山、白山、立山と並び日本有数の霊峰と

標高 2240 ｍのホワイ
トパラダイス。さらさらの

眼前には御嶽山の雄大な山肌、展望台からは

御嶽山四合目（標高 1500 ｍ）に広がる高

昔から子授け、子育ての神様として親しまれて

して知られる御嶽山は標高 3067m。富士に

粉雪と、中央・南アルプスを望む爽快なパノラ

中央アルプスや乗鞍岳、開田高原を望むこと

原の中心に位置する、アウトドアライフを満喫で

いる。
「猿ボコ」という小さな人形を供える慣わ

次ぐ高さを誇る美しい独立峰。村人は親しみを

マが人気。

ができる。

きる自然体験ゾーン。予約・問い合わせ：観

しがある。

光総合事務所 ☎︎ 0264-48-2257

込めて「御山」
（おやま）と呼ぶ。

1月

4 おんたけ銀河村キャンプ場

4月

氷雪の灯祭り（4日）
手作りのアイスキャンドル
や雪像などを使い木曽路
内にある宿場をともす幻
想的なイベント。

6

おんたけ2240（スキー場）おんたけ冬まつり
小学生はリフト券
無 料。名物「 王
滝汁 」が振る舞
われる。ゆるキャ
ラも走る！

真冬の清滝

5月

小学生はリフト券無料。名物「王滝汁」
が振る舞われる。

6月

7月

7

滝

清

滝

流れ落ちる滝の裏側に小さな岩祠があり、そこ

昔、御嶽山に登るには、ここで百日の精進潔

から滝を見ることのできる「裏見滝」とも呼ば

斎（心身を清めること）が必要だったそう。今

れる。冬になると滝の流れが繊細な氷柱となっ

春の福寿草

おんたけ2240（スキー場）感謝祭

水の躍動感がそのまま氷になったような、神秘的な姿を
見せる。

新

て、一層神秘的に。

4月になると、
王滝村のいたるところで色鮮やかな花が咲
き始める。

四季折々の表情を見せる
豊かな自然を味わおう！

でも修行のため、この滝に打たれる白装束の

1

行者を目にすることも多い。

2

8月

おんたけ2240

3
8

御嶽神社里宮

4

御嶽山の一合目里宮石鳥居より長い石段を上
ると、高い岩壁を背に里宮の社殿が建てられ

5

ている。
「信州の名水・秘水」に認定されて
いる湧水がある。

SDAクロスマウンテンバイク
100km/42km/20km (20、21日)

マウンテンバイク初心者でも、20 ㎞や42 ㎞に挑戦して
いる人多し！

ヒルクライム・イン・王滝村（18日）

おんたけウルトラトレイル100

お盆ふれあい祭り

御嶽山を舞台に、標高890mから2180mまで一気に
駆け上がるヒルクライムレース。

通常立ち入りができない王滝村国有林内の林道を走
る。

地元の人同士の交流や、
お盆休みに帰省した人との久
しぶりの再会もうれしい。

6
14

ひめや

木曽地方の名物
「ほう葉 巻 」が
人気。

9月

10月

11月

12月

9

竹灯篭
大晦日、御嶽神社
里宮の参道に約
800個の竹灯籠
がともされる。

風味豊かな石う

ら咲き続けてきた。４月下旬が見ごろ。

すびきそばが美

9

王滝ダートマラソン（42km＆20km）

おんたけ湖ハーフマラソン（29日）
「きれいな紅葉・湖・山」
を楽しめるコースと村民手づくりの
アッ
トホームな運営が特長。

地域おこし協力隊員を大募集！
！

【募集対象】

・応募時点で20歳から40歳の人
・３大都市圏をはじめとする都市地域などに居住している人、または地
域おこし協力隊員として２年以上活動し、解任の日から１年以内の人で
王滝村に住民票を異動して居住できる人
・パソコン（Office、SNS等）を使用できる人
・普通自動車運転免許を取得している人

【勤務条件】

・地域おこし協力隊員（王滝村嘱託職員）として採用日から1年間勤務（3年まで延長可）
・村おこし推進課に所属、勤務は平日の5日間
・給与は月額209,000円
・王滝村の嘱託職員として、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入
・王滝村内の住居に入居（雇用期間中の住居は王滝村が借り上げ貸与）

村で馬事業をしている地域
おこし協力隊のメンバー

【募集期間・応募方法】

王滝村のホームページ及びJOIN ニッポン移住・交流ナビ「地域おこし協力隊公式サイト」に掲載

【問い合わせ先】

住所：長野県木曽郡王滝村3623 王滝村役場 村おこし推進課（丸山・堀内）
電話：0264-48-2001

Email：kouryu@vill.otaki.nagano.jp http://www.vill.otaki.nagano.jp
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14

16

15

王滝村の紅葉

王滝村は「日本一のアウトドアスポーツ発信基地」を計画中。アクティ
ビティのインストラクターや施設管理などを行います。

Otaki

味。

王滝食堂

「イノブタ料理 」

紅葉に染まる田の原自然公園。

【活動内容】日本一のアウトドアスポーツ発信基地のスタッフ

7

8

小学生はリフト券
無 料。名物「 王
滝汁 」が振る舞
われる。

SDAクロスマウンテンバイク
120 ㎞ /100km/42km (16、17日)

王滝村を一緒に盛り上げる

信 州 で 採 れた

樹齢は 350 年以上。村の移り変わりを見なが

おんたけ2240（スキー場）シーズンオープニング

ふだんは立ち入ることのできない国有林の林道をラン
ナーに特別開放し、開催する王滝ダートマラソン。木曽
おんたけの大自然の中を駆け抜けて、感動のゴールを目
指そう。

15 そば処さくら

7

鳳泉寺の枝垂桜

を楽しみたい。

王滝村の大自然をまだ見ぬ君へ
「Ontake100」に初チャレンジ！
■開催内容
今まで「おんたけウルトラトレイル」に参加したことがない
人、また今年の「Ontake100」に申し込んでいない人を対象
にしたセミナーを開催します。このセミナーに参加し、
完走
できる力量があると認められた人に、今年の「Ontake100」
の参加権利をお渡しします。※参加費は有料です。
■開催日
2016年６月17日（土）
、18日（日）の２日間
■対象人数
30人 ※定員になり次第締め切り
■参加資格
・今まで「おんたけウルトラトレイル」に参加したことがな
い人
・今年の「Ontake100」に申し込んでいない人
・２日間のプログラムに参加できる人
・指定された宿泊地に宿泊できる人
■参加費
後日、ＨＰにてご案内いたします。
■申し込み期間
４月10日（月）
～４月28日（金）
■申し込み
有限会社パワースポーツ
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
TEL：0467-84-8639
info@powersports.co.jp

16

12

11

13

10

御

岳

湖

11

松原スポーツ公園

12

10

自

然

湖

御嶽山を望む雄大な自然の懐、標高 900m

夏でも涼しく、合宿に最適な本格的スポーツ拠

昭和 59 年の長野県西部地震でできた天然

に位置する「御岳湖」
。雪解け水が流れ落ち

点。多目的グラウンド、400mトラック、サッカー

湖。湖面に立ち枯れた木々が神秘的な印象を

る春から夏にかけ、新緑と澄み渡る空気の息

コート、野球場、多目的屋内施設を備えている。 与える。

吹を感じ、秋には紅葉を楽しむことができる。

13 森きちオートキャンプ場
ヒノキに囲まれた大きなサイ
トが人気。バイオの
生ごみ処理やトイレを備えた、
環境最優先のキャ
ンプ場。予約・問い合わせ：観光総合事務
所 ☎︎ 0264-48-2257
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Otaki

6

初心者から楽しめる！

はここだ！
ス
ー
コ
設
常
B
全国のMT
富士山・河口湖の眺望を満喫！

充実のダウンヒルコース！

中央自動車道諏訪南 IC から車で 7 分。初心
者向けのスキルアップエリアに 4 つのコースが
あり、レベルに応じて選べる。MTB の基本操
作を学べるスクールや、ダウンヒルを始めたい人
向けのレッスンまで充実している。

パレ那須オフロードパーク
東北自動車道西那須野塩原 IC から車で約 20 分。
ダウンヒルコースが充実。キッズ用コースもあり。

マウンテンバイクは
操作を楽しむアクションスポーツ！

マウンテンバイク（以下、MTB）は、体全体でバイクを操作し、

タテ、
ヨコ、
ナナメの３D の動きを楽しむスポーツです。
体力があれば、

曲がったり、下ったりするのには技術が必要。砂利道や曲がり道を

どこまでも進めるロードバイクと違い、MTB で起伏のある山道を

うまく乗りこなすために、ハンドルを切りながらバイクをいかに寝

かす（傾ける）かなど、一つひとつの動きをクリアしていく過程に、

2

大きな達成感があります。

MTB には大きく分けて つの種目があります。一つは山頂から

の下りを楽しむ「ダウンヒル」と、もう一つは決められた山道コー

ウンヒル」は、ゴンドラなどでバイクを山頂まで運び、どれだけ速

スを上ったり下ったりしながら進む「クロスカントリー」です。
「ダ

く駆け下りるかを楽しむもの。上りが一切なく、猛スピードを味わ

住所：栃木県宇都宮市新里町丙 254
電話：028-665-8800

フラットバーで、脇を広げて持
つのが特徴。ひじを体に寄せ
て持つロードバイクと異なり、
腕を広く保つことで、安定感が
増し、転びにくくなる。

えるエキセントリックなスポーツともいえます。一方、
「クロスカン

住所：静岡県静岡市清水区
ホームページの問い合わせフォームより要予約
http://s-trail.lovespo.com/
会員はトレイル維持・協力金として 5000 円（1シーズン）
非会員はコース利用料（1 日）2000 円が必要

東京ドーム 10 個分（46 ヘクタール）の
広大な土地に、体験農場や森遊び、ドッ
グラン、温泉、宿泊施設などがある滞在
体験型ファームパーク。MTB を楽しめる
常設コースがオープンを予定している。栃
木県マウンテンバイク協会の協力によって、
コース改良などが加えられている。

西伊豆を山の観光事業でも盛り上げようと、
「西伊豆古道再生プロジェクト」の代表・
松本潤一郎さんが 2013 年に立ち上げた
YAMABUSHI TRAIL TOUR。 荒 廃した
里山林の問題解決に取り組みたいという思
いも込められた、
唯一無二の MTBツアーだ。

体力と技術の両方が求められます。 種目に加え、一つの山を上り、

道の駅うつのみやろまんちっく村

2

トリー」は、スピードこそ落ちるものの、上りと下りを乗りこなす

MTB 以外のレジャーもいっぱい！

ハンドル

MTB を始めようと思っても、自分が「ダウンヒル」タイプなの

初級ツアーで MTB の魅力を知る！

山伏トレイルツアー

初心者でもチャレンジ！
SDA クロスマウンテンバイクに参加しよう

サスペンション
MTBには衝撃を吸収するサスペンションが付い
ている。前後に付いているフルサスペンションバ
イクと、前だけのものがある。下りが激しいコース
の場合、フルサスペンションのほうが衝撃を吸収
してくれるが、それだけバイク自体が重くなる。上
りを楽しみたい人は、後ろにサスペンションがな
いほうが、力が路面に伝わり速く上れる。

住所：静岡県賀茂郡松崎町松崎 379-2
ホームページの問い合わせフォームより要予約
http://yamabushi-trail-tour.com/
電話：080-5117-6665
イージーライドツアー（1 日）9000 円
（レンタル一式込み）

エントリーは2017年4月末まで

王滝村の大自然をMTBで駆け抜ける「セルフディスカバリーアドベン
チャー・イン・王滝クロスマウンテンバイク」が、2017年5月20日、21
日に開催されます。MTB初心者が多く参加する20 ㎞、42 ㎞に、あなた
もチャレンジしてみませんか。
前日にはプロライダーによるファンツーリングも開催。基本動作やバイ
クの操作方法はもちろん、実際のコースに出て、コース戦略ポイントもご
説明します！
大
開
開
コ

会
催場
催
ー

名：
所：
日：
ス：

参 加 資 格：
参 加 費：
制 限 時 間：

SDAクロスマウンテンバイク100km/42km/20km
長野県木曽郡王滝村内木曽林道(ワンウエイコース)
2017年5月20日(土)・21日(日)
100km（スタート：松原スポーツ公園 ～ フィニッシュ：久蔵ゲート）
42km（スタート：滝越 ～フィニッシュ：久蔵ゲート）
20km（スタート：国民の森 ～フィニッシュ：久蔵ゲート）
16歳以上の健康な男女、開催地への宿泊・商店などの利用を通じて
地域振興にご協力いただける方（任意）
100km／10000円、42km／6000円、20km／5000円

タイヤ

※大会記念品・パーティー参加費・傷害保険を含む。
※申し込み受け付け後は参加費の返還はいたしません。

100km／10時間、42km／5時間、20km／3時間

お問い合わせ： SDA王滝クロスマウンテンバイク大会事務局 (パワースポーツ内)
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3
TEL：0467-84-8639（平日9:00～18:00）
住 所：
長野県木曽郡王滝村3623 王滝村役場 村おこし推進課（丸山・堀内）
電 話：
0264-48—2001
Email：kouryu@vill.otaki.nagano.jp http://www.vill.otaki.nagano.jp
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山伏トレイルツアー

他の山に渡って下るというハードな種目「エンデューロ」も人気です。

ふじてん

S-TRAIL

静岡のライダーを中心に「ないものは自分たちの手
でつくる」という思いから生まれたトレイル。地権者
からの山林を MTB 専用フィールドとして使用し、ラ
イダーたちの手で整備されたコースを走行できる。

ヘルメット、サングラス、グローブ（指先までしっかり守るもの）、プロテクター
（ひざ当て、ひじ当て）
服は動きやすい長袖、
長ズボンの格好であればOK。枝や岩にぶつかってケガをしないよう、
肌の露出は避けること。速乾性のインナーを着ているとなおいい。靴はソールが平らなス
ニーカーが◎。MTBの操作に慣れてきたら、ペダルに固定するステップインタイプの専用
シューズを手に入れよう。

スラムパーク瀬戸

あさぎりトレイル

S-TRAIL（エストレイル）

Bike

高嶺 MTB ワールド

最低限必要なアイテム

か「クロスカントリー」タイプなのかがわからなければ、バイク選

TOPEAK
ゆぶね MTB
ランド

山林を整備してできた！

9

道の駅うつのみや
ろまんちっく村

ここまでできたら、実際に山に行ってみよう。MTBは、乗る回数に応じてうまくなる、
反復練習が大事なスポーツ。バイク操作を体で覚えながら、コースを一つひとつクリ
アしていこう。

びも大変です。そこで、まずは一度山に行って、体験することから

八海山 MTB パーク

始めましょう。初心者向けのスクールやレンタルバイクがある常設

前傾姿勢のまま山道を下ると、前転の恐れがある。そこで、サドルからお尻を上げ、後方に
引く体重移動を習得しよう。

富士見
パノラマリゾート

住所：愛知県豊田市東大林町半ノ木 2
（受付場所：三河高原キャンプ村 朝霧荘）
電話：0565-90-3530
MTB レンタル（2 時間）2000 円、利
用料（1 日）1000 円など

2017年
21日
5月20日、
開催決定！

３ バイクの上での体重移動を練習する

パレ那須
オフロードパーク

「
“ 持 続 可 能かつ 地 域と密 着した
フィールド”を自分たちでつくろう」と
いう思いから、有志団体「26ism」
によってつくられたトレイル。大部分
がスムースな土の路面で構成された、
アップダウンのある初級、中級者向
けコースとなっている。

湯船森林公園内の広大な面積でクロスカントリー
が楽しめる MTB 常設フィールド。 無料の安全
講習も開催されており、初心者に優しい。

空き缶などの小さな障害物を置き、S字に進む練習などを行う。バイクをどれくらい寝かせる
と曲がるのかを体感し、操作に慣れよう。

住所：新潟県南魚沼市荒金 70
八海山麓スキー場内
電話：025-779-3230
コース使用料は無料
（コース維持のために募金箱あり）

あさぎりトレイル

TOPEAK ゆぶね MTB ランド

２ 平地で曲がる練習をする

バイクショップが行っている試乗会に参加したり、MTB 好きの友

住所：愛知県瀬戸市余床町 618
電話：090-6087-6747
会員登録費 3000 円、MTB エリア利用
料 1000 円など

初心者は、5 月 8 日にオープンする
DS コース（デュアルスラローム）がオ
ススメ。正面ゲレンデにつくられた斜
度のゆるやかなコースに慣れてきたら、
中・上級者向けの DH コースへ。

コース（P9 参照）に行き、お試しライドで自分の好みを知ること。

会員制のオフロードバイク及び MTB
専用のライディングパーク。MTB エリ
アには初心者やキッズ、ベテランライ
ダーまで幅広く楽しめる 4 つのコース
がある。

有志団体がつくった！

クロカン好きにはたまらない！

急に力を入れてブレーキを掛けると、前転してしまうことも。前輪と後輪のブレーキを同時に
じわじわかける練習をしよう。初心者は路面からの振動の強さに慣れず、
ブレーキを強く握り
過ぎて腕の筋肉がパンパンになりがち。どれくらいの振動が来るのか、体感するのも大事。

八海山 MTB パーク

スラムパーク瀬戸

住所：茨城県桜川市平沢 872
ホームページの問い合わせフォームより要予約
http://takamineyama.com/
電話：090-3226-2613
MTB バイクレンタル（1 日）6000 円、
コース使用料 2200 円など

1 平地でブレーキの操作練習からスタート

初心者から中級者まで満足！

整備された会員制パーク！

初心者は「七曲コース」から。静かな森
の中を走る、MTB ならではの豊かな時間
が過ごせる。中級者、上級者向けのコー
スやジャンプ台も充実している。

者の基本の練習
まずはこれをマスター！MTB 初心

人を見つけて連れて行ってもらうのもいいでしょう。

住所：栃木県那須塩原市金沢 1420
電話：04-2923-0375
要予約につき、事前に電話か
メール（c-usami ＠ company.email.ne.jp）に連絡を。
入場料 2000 円

住所：長野県諏訪郡富士見町富士見 6666-703
電話：0266-62-5666
営業期間：4 月 29 日（金・祝）～ 11 月 6 日（日）
MTBレンタル（1 日）3100 ～ 16500 円
（コースによって選べる。ゴンドラ券、食事券込み）

住所 : 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山 8545-1
TEL:（代表）0555-85-2000
（スクール）0555-85-3091
MTBレンタル（1 日）3000 円、
MTB コース利用料（1
日）2000 円、リフト料金（1 日）4000 円など

住所：京都府相楽郡和束町大字湯船小字藪田
電話：0740-22-2256
MTBレンタル 1500 円、利用料 1500 円など

取材・文／田中瑠子 写真提供／株式会社スコッ
トジャパン

富士見パノラマリゾート

東京、横浜、静岡から車で 90 分、日帰りで楽し
める MTB パーク。コースはすべて、日本を代表
するプロ MTB フリーライダー高橋大喜さんがプロ
デュースしている。初心者にも安心の芝生コースか
ら練習エリアまで充実。難易度を選べる多様なコー
スが人気だ。

高嶺 MTB ワールド

初心者でも安心して楽しめる11のコースを紹介。
自分はダウンヒルが好きか、クロスカントリーが好
きか――。まずはお試しライドを体験してみよう！

初心者向けスクールも充実！

ふじてん

豊かな自然を楽しむ！

「バイク操作が難しそう」
「走れる場所が近くにない」。そん
な理由から、敷居が高いと思われがちなマウンテンバイク。
初心者はまず何から始めればいいのか、スコットジャパンの
鍛康成（きたいやすなり）さんに聞きました。

SCALE RC 700 World cup
品番：249467
価格：￥688.000（税抜）

最近のトレンドは、タイヤが太い
セミファットタイプ。太いほど路
面をつかむ力が増すので、スリッ
プすることがなく安定感が増す。
岩などの障害物にぶつかっても
タイヤが衝撃を吸収するため、
パンクしにくいというメリットも
ある。

ブレーキ
強い制動力が得られるディスクブレーキ
が使われる。軽い力でブレーキがよく利く
ので、高速走行でも安心。ただ、前輪のブ
レーキだけを急に掛けるとバイクごと前転
する危険性あり。泥や雪などでブレーキ
の 利きが 左 右され ることが な い の で、
MTBに最適だ。

OSJ freestyle express vol.46

Bike

8

まっていないという点。チェックポイン

ンレースと同じだが、違いはコースが決

を 駆 け 抜 け る とい う 意 味 で は、ト レ ラ

スコットランドの広大な自

古い山岳マラソンイベントだ。

を迎えるという、世界で最も

催され、２０１７年で

月末

は一番天候が安定しないため、

らだ。

イベントの難易度が高まるか

どんなルール？

指定のチェックポイントを巡り
タイムや得点を競い合う
イベントは２人１組のチームでの参

加が原則で、イベント中は常に行動を

今年のOMMイベント開催日程が決まりました。まもなく申し込み受付を開始！

OMM JAPAN 2017 Nobeyama Kogen

2017年11月10日（金）,11日（土）,12日（日）※10日は前日祭
長野県南牧村
2017年6月1日（木）23時〜2017年10月15日（日）午前0時まで
600組
RUNNET（https://runnet.jp/）よりエントリー受付

OMM LITE Hakuba/Otari

の ナ ビ ゲ ー ショ
ま た、 途 中 エ イ

ンで進んでいく。
ド な どの 休 息 ポ
イ ン ト は一切 な
食 料、野 営 道 具

く、２日分の水、
を す べて 携 帯 し
なければならな
い。 携 帯 電 話 な
ど の 通 信 デ バイ
スの 携 帯 は 可 能
データ 通 信 は 禁

だが、音声通話、
止だ。

はストレートとスコアの２つに分けられ
番通りに回り、ゴールのタイムを競い合

る。ストレートはチェックポイントを順
う。スコアは制限時間内にチェックポイ
ントを回り得点を競い合う。チェックポ
イントは難易度によって配点が異なり、
となる。

いかに高得点を稼ぐかが勝負の決め手

2017年7月15日（土）,16日（日）
長野県白馬村・小谷村
2017年4月15日（土）22時〜
400〜600名（エントリー開始までに定員数を確定し改めて掲載します）
※1チーム/2〜5名までのチームエントリー制となります。
参加費： 13,800円/1人
申込方法： RUNET（https://runnet.jp/）よりエントリー受付

共にしなければならない。カテゴリー

開催日時：
開催場所：
募集期間：
募集定員：

O r i g i n a l M o u n t a i n M a r a t h oの
n

トを地図を頼りに通過しながらゴールを

精神状態と向き合いつつ、こ

自 分 の 体 力、 走 力、 極 限 の
れまで数多くの参加者が競い

然と真正面から対峙しながら、

合ってきた。最低

目指す。ゴールまでの道筋は参加者おの

判断を迫られることとなる。必要とされ

を見極めながら進むのか戻るのか、常に

じ場所での開催はしないルー

おのが自身の状況を把握し、技術、体力

るのは、経験、体力、ナビゲーションスキ
ルとされ、開催は毎年

10

に設定されている。この時期

10

年間は同

される２日間だ。

ル、野営技術。まさに「山の総合力」が試

仲間と楽しみながら
ナビゲーションスキルを
学べる人気イベント
日本でも３年前から「OMM
JAPAN」が開催されており、
る。本国と同様のルール設定で

かなりの盛り上がりを見せてい
行われるこのイベントもやはり、
ナビゲーションスキルを中心と
し た「 山 の 総 合 力 」 が 試 さ れ
る、チャレンジングなイベント
だ。むしろ本国のスコットラン
ドはブッシュが低いため見通し
帯と複雑な地形のため、日本の

が利くが、日本は背の高い樹林
ほうが地図読みの難易度は高い
初 心 者 に と っ て は、 少 し

詳しくはホームページでご確認ください。http://theomm.jp/?page_id=4189

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

といわれるくらい。

が、そ ん な OMM の 魅 力 を 少

る。「OMM BIKE」
は
「OMM
LITE」 の バ イ ク バ ー ジ ョ
ン。どちらも最高のロケーショ
ン の 中 で、 地 図 を 読 み な が ら
く OMM の醍醐味が味わえる。

チェックポイントを攻略してい

戦略を練る「十分なプランニン

このイベントは各チームごとに
グ」と「地図に慣れ親しむ時間
と経験」を確保することが重要。
またチーム同士で意見交換をし
たり、イベントスタッフからの
ションを取りながら、その時間

アドバイスなど、コミュニケー
を楽しめるのも、このイベント
の魅力となっている。

2017年7月15日（土）,16日（日）
長野県白馬村・小谷村
2017年4月15日（土）22時〜
400〜600名（エントリー開始までに定員数を確定し改めて掲載します）
※1チーム/2〜5名までのチームエントリー制となります。
参加費： 13,800円/1人
申込方法： RUNET（https://runnet.jp/）よりエントリー受付
開催日時：
開催場所：
募集期間：
募集定員：
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OMM
Rule
開催日時：
開催場所：
募集期間：
募集定員：
申込方法：

ハードルが高いイベントだ

と で 開 催 さ れ て い る「OMM

し で も 味 わって ほ しい と の こ
JAPAN LITE」
「OMM
JAPAN BIKE」 は、 ま
さに 初 心 者 で も 楽 し めるイベ
ン ト と な っ て い る。
「OMM
LITE」は、チームが独自に
ル ー ト を 選 択 し、 時 間 内 に 数
多くのチェックポイントを回り
な が ら FINISH ま で 戻 る
OMM の ス コ ア 形 式 の イ ベ ン
との違いは、２〜５名で１チー

ト。
「OMM JAPAN」 本 戦
ムのチームエントリー制である
こと。また、チェックポイント
がメインでオフトレイルにあっ

の設置位置はトレイル、ダート
たとしても、トレイルやダート
から安全にアクセスできる場所
に限られている。野営道具を持
ち運ぶ必要はなく、事前にイベ
ントセンター内のキャンプエリ
ことが可能で、近隣のホテルや

アにベースキャンプを設営する
民 宿 に 泊 まって も OK だ。イ
ベント中にコンビニなどで食料・
水を補給してもいいなど、かな
りルールが易しく設定されてい

OMM JAPAN LITE & BIKE は初心者でも楽しめる！

形 を 読 み、 自 身

OMM
Gear
OMM BIKE Hakuba/Otari

回目

テントや寝袋などの野営道具と
水、食料をすべて携帯していく

必要なギアは？

OMM
History
50

年の歴史を持つ山岳イベントは
過酷な条件ほど理想とされる

50 年もの歴史がある！

山の総合力を競い合う
それが OMM というイベント

文／風間 拓 写真提供／OMM JAPAN 構成／高橋寿子

ス コ ッ ト ラ ン ド で 始 ま っ た OMM
このイベントで 重 要 な 要 素の一つが
ルートファイン ディン グスキル。 地 図
（ Original Mountain Marathon
）の歴史は
とコン パス で 地
古く、１９６８年から毎年開

1968年にイギリスのスコットランドで誕生したOMM
（Original Mountain Marathon）
。
世界で最も歴史のある山岳マラソンイベントは
体力だけでなく、経験や技術を要求され、
「山の総合力」が試されるチャレンジングなイベントだ。

略、 OMM
は、イギリスのスコットランド
で 行 わ れ る２日 間 の 山 岳 イベント。山

地図を読んでフィールドを
駆け抜ける山岳マラソン

Original
riginal
Mountain
ountain
Marathon
arathon
ナビゲーションスキルと経験を学べる最高のイベント
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Event
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Event
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OMM とは何ぞや？

What’s
OMM?

山を上り、アスファルトを駆け抜け、林道を回る ㎞のコースを計５周、１６０㎞にも及ぶトレイルレース「KO ＵＭＩ
体をすっぽりと隠してしまうほどの高さがあったため、ハイアングルから撮るしか方法はありません。登りやすい木を探

薮でのワンシーン。中間地点を過ぎると、周り一面笹薮に囲まれ、真ん中に一本道が敷かれた場所がありました。大人の

じました。

人の後ろ姿。撮影

ず、あの心遣いにはカメラマンとしてもありがたかったですし、改めて女性の強さを感

ズをしてくれました。少しの無駄な動作でさえも体力を奪われてしまう状況なのにもかかわら

比較的、
黙々と走る姿が多かったのですが、
女性選手の多くはカメラ目線でガッツポーズやバンザイポー

できた写真は、今大会の中で最も気に入った一枚になりました。３つ目は、女性選手のパワフルな姿。男性選手は

を構えました。上半身は笹の中、鬱蒼とした藪に続く道が一本まっすぐ、そこへ飲み込まれていく

し出し、木の上で息をひそめながらタイミングを待ちます。ちょうど２人の選手が程良い間隔をあけて来たのでカメラ

１００」
。距離的にいえば、東京から箱根までを２日かけて走り通すのと同じことになります。ただ、いうほど簡単ではあり
ません。身一つで昼夜を問わず山と森に入り、制限時間内に完走しなくてはならないからです。
スタートは早朝４時。まだ山は黒く、道も車のライトで少しだけ先が見えるくらいの暗闇が広がっています。本部の体育館
前にはすでにОＳＪと書かれたフラッグが立てられていて、
「明日の朝、どれだけの選手がここを通ることができ
るのだろうか」と思ったことを覚えています。ただ、冷静に考えてみたら、自分も一緒に山に入るわ
けで、そう思い始めたら、逆に気持ちが選手たちのように高まっていきました。
本部となる体育館は、外がものすごく寒かったのもあって、石油ストーブで暖めら

最後尾の選手に激励を伝えて送り出した後、搬送車で先回りし、

に人がいるという証しでした。

掛かるポイントまでは揺れ動くヘッドライトの光だけが、そこ

の大きなブザーの音とともに走り出す無数の影。林道に差し

白く空へと舞い上がり、自然と静けさが立ち込めます。突然

ように黒く染まっていました。火照った体から出る湯気が

らナイター用の大型ライトに照らされて体がシルエットの

る算段です。スタート時間が迫ります。選手たちは後ろか

に乗り、林道ゾーンの手前まで選手の走り出しを撮影す

川さんが待ち構える車へと乗り込みました。この先導車

に集まる選手たちを写真に収めた後に、本紙編集長の滝

しくなり、入念に準備を進めていました。私はゴール前

スタート時間が迫ってくると、選手もスタッフも皆、忙

どんな写真を撮ろうかと構想を練られないからです。

ンも変わりますし、何よりそれを知らないと今回の大会は

しても、それを知っているかいないかでカメラマンのテンショ

知ることは大切です。なぜなら、選手全員に話が聞けないと

しているのだな、と思いました。レース前にそういった背景を

いは挑戦するために、さまざまな人たちがさまざまな思いで参加

くつもの大会に上位入賞を果たしている猛者。楽しむために、ある

うストイックな男子、旦那さんがペーサーを務める仲良しご夫婦、い

た。家族の支えを受けながら意気込むお父さん、友人と走りにきたとい

～ 周目で疲れて

雨もやんだ夕方、ゴール側に近い方のエイドへ行くため徒歩で移動しまし

れていてホッとする安心感がありました。選手たちが座るベンチがいくつも並べら

2

れていて、奥には仮眠ができる部屋がつくられていました。早々に選手が一人、

OSJ KOUMI100

3

なるべく時間を掛けて丁寧に撮影するよう心掛けました。このゾーンで印象に残っているシーンは３つ。１つ目は、トレイルレー

からず支える誰かがいて、選手もその支えを頼りながら毎回ゴールしているのだと撮影しながら感じました。それは、

他の競技にもいえることですが、トレイルランは一見、一人で山を走り切るものと思われがちですが、そこには少な

負担を考えて、ショートレース（ ㎞程度）やミドルレー

き、開催に向けて動き出すことになったのです。関係者の

かと思っていたころ、板室温泉よりレース再考の連絡を頂

スの醍醐味、下り坂の疾走感です。上りは誰しもが苦しい顔を浮かべていましたが、下りになれば一変。私が坂の下でシャッター

とり、思い思いのゴールの形でレースは終わっていきました。

分かち合っていました。それから続々と後続者がゴールイン。家族と、愛犬と、夫婦で、コーチと……。一人ひ

態勢です。両手ガッツポーズで帰ってきたその選手は、そのまま待ち構える仲間と抱き合い喜びを

遠くに見える山の輪郭が見えてきたころ、最初のゴールテープが切られました。ほぼ独走

に声を掛け、声援を送り続けていました。

ど一切見せずハイタッチで送り出す仲間。滝川さんも本部へ戻ってくる一人ひとり

マッサージをする奥さん、仮眠室でつかの間の休息を取る選手たち、眠い顔な

たえるように肩をたたきあうライバル、少しでも足の疲労が取れるように

かし、１日目の終盤になるとリタイア者も続出。ここまでの頑張りをた

間にしわをよせ、熱さに耐えながら味わい深くすすっていました。し

そうでした。やはり、人の作ったものが一番なのか、選手たちも眉

いただくことに。コシがあって、ダシもよく効いたおいしいごち

らいで出されていたかけそばでした。私も選手に便乗して一杯

ストーブより先に目に飛び込んで来たのは、地元の方々の計

トーブの近くに行きたい」と願っていました。本部に戻ると

になってより一層冷え込んできたため、心の中では「早くス

エイドで搬送車に拾ってもらい、一度本部へ。移動中、夜

じました。

ながら、強い精神力も欠かすことのできない競技だと感

さまざまな思いで走るトレイルランは、体力もさること

う孤独感と恐怖感。エイドやゴールを見つけた時の安心感。

光を頼りにやってきます。闇に一人取り残されているとい

ので、選手たちはエイドの光を目指して暗い夜道をか細い

的明るいのですが、テントから離れると真っ暗闇です。な

行に備えていました。ゴール付近はまだ電灯があって比較

クパックから上着を取り出し、ヘッドライトを着けて夜間走

る周回レースならではだと思います。夜が迫ってくると、
皆バッ

り合いました。こういったことは、やはり同じコースを何度も走

くださった人もいて、苦楽をともにする仲間のようにエールを送

「お疲れさまです。お互い頑張りましょう！」とわざわざ声を掛けて

いるというのに「カメラマンさん、大変ですね」
「機材重そうですね」

2

選手とサポーターが比較的近い距離で関われるトレイルレースだからこそより感じたのかもしれません。

２０１７年ＯＳＪトレイルランニングシリーズに新規レース「ＯＳＪ ＩＴＡ
那須塩原市の山あいにある板室温泉のこと。板室温泉は、平安時代に那須三郎

ＭＵＲＯ１００」が加わることになりました。
「ＩＴＡＭＵＲＯ」とは、栃木県
宗重が狩りのため山奥に入った時に発見されたと伝えられ、那須の七湯の一つに
も数えられています。この地区にある板室温泉神社には温泉の守護神が祭られ
ていて、境内にはたくさんの杖が奉納されています。これは、温
泉療養に訪れた客が、温泉に入ったことで杖なしで歩
けるほど良くなったという話から来ていて、そ
れ以来、板室温泉は「杖いらずの湯」と称
されているのです。ということは、記
録が伸び悩んでいるランナーは、
で、自 己ベスト更 新 も 夢で

ス（ ㎞程度）も検討したのですが、
「ＮＡＳＵロング」に

30

思いをはせるランナーのためにも１００㎞レースにこだわ
りたいという思いもあり、 ㎞コースを３周回する１００
㎞超のレースが誕生することになりました。このケース
は、「八ヶ岳スーパートレイルレース」という八ヶ
岳をグルッと 周する壮大な１００マイル
レースが２回の開催で中止になり、そ
の後、八ヶ岳での１００マイルレー
た

㎞コースを５周回 する

スの火を消さないために誕生し

ることが可

％以上が

タイア後）
、応援者は観戦中に入浴す

で、参加者はレース後（またはリ

帰 り 温 泉 施 設 の あ る同 じ 場 所

ニッシュ、周回ポイントは日

いま す。スタート、フィ

いレースになると思って

に入るほど難易度の高

らく国内でトップ５

７ ５ ０ ０m は お そ

スで累積標高が

に１００㎞コー

コ ー ス で、 さ ら

ク とい う 贅 沢 な

シン グルトラッ

スの

１００」は、コー

「ＩＴＡＭＵＲＯ

と自負しています。

再 開 に 結 び 付い た

という執念がレース

ポーツの「諦めない」

様な気持ちで、パワース

「ＫＯＵＭＩ１００」と同

32

この温泉にじっくりつかること
はないかもしれません。
今から３年前の
２０１４年に、東北復
興の架け橋をキャッ
ツフレー ズに 開 催
したのが「ＮＡＳ
Ｕロン グ 」
。福 島
木 県 板 室 温 泉へ

県天 栄 村から栃
の１００㎞を 超
え る ワ ン ウェイ
コースに、全国各
地から強靭なラン
ナーたちが集結し
ま し た。 国 内 レ ー
スで５本の指に入る
アッ プ ダ ウ ン が 激 し
ス当日は大雨に強風の最

いコースに 加 え、レー
悪のコンディション。大雨
に耐えかねて途中リタイアす
る選手も少なくなく、関門ごとに

60

□開催日／2017年7月29日（土）
、30日（日）
□開催場所／栃木県那須塩原市、那須町の山域
□距離／●102km（34 ㎞を3周回）
コース／板室温泉→沼原池→麦飯坂→三斗小屋→沼原池→板室温泉
●34km
コース／板室温泉→沼原池→麦飯坂→三斗小屋→沼原池→板室温泉
□募集定員／100K：250名、30K：100名
□募集期間／2017年2月13日（月）～2017年6月23日（金）
（定員に
達し次第、募集終了）※オンラインエントリーのみ
□参加費／100K：25,000円、30K：8,000円
□板室温泉までのアクセス
車：東北自動車道黒磯板室ICから約25分
電車：JR那須塩原駅からタクシーで約25分またはJR黒磯駅からバス
で約35分（1時間に1本の割合で板室温泉行きのバスあり）
http://www.itamuro.com/guide.html

泉にお越しください。

仲間とともに、ぜひ板室温

この夏、ご家族やトレラン

良質な温泉に癒やされる。

ルコースを堪能し、板室の

食し、奥那須の極上トレイ

温泉宿の絶品料理を

能です。

80

「ITAMURO100」 に は、1周34
㎞を3周回する100K、そして1
周 の み の30Kの ２つ の カ テ ゴ
リーがあります。ビギナーはま
ず30Kから挑戦してみるのがお
すすめ。今年1周走ってみてコー
スの概要をつかみ、来年は3周、
100 ㎞完走を！

レースを続行する選手が減っていき、

34

1

ビギナーは1周34 ㎞の
コースから

板室温泉までたどり着いた選手は参加者
３８８名中わずか 名、完走率は ％でした。
けれど、終わってみれば参加者のレースへの評価は高く、
フィニッシュした選手は再チャレンジを、リタイアの選手はリベ

という結論に達し、
残念ながら「ＮＡＳＵロング」は１回のみの開催となりました。

大変な作業であり、これからのアウトドアスポーツは自転車に力を入れていこう

の話し合いで、１００㎞超となるとスタッフの拘束時間が長くなり、思いのほか、

ンジを誓って板室温泉を後にしました。しかし、レース終了後の実行委員会で

文／滝川次郎 写真提供／板室温泉観光協会

しかし、翌年、翌々年とレース再開の問い合わせが多く、なんとかならない

OSJ ITAMURO100

チャンスをうかがっていると、女性選手がピースをしながら余裕の笑顔で気持ちよさそうに走り去っていきました。２つ目は笹

撮影ポジションを見つけては立ち止まり、タイミングを待ちました。コースの中で、一番目玉となるのがこのゾーンになるので、

□開催日／2017年10月８日（日）
、９日（月・祝）
□開催場所／長野県小海町松原湖～稲子湯周辺
□距離／約160 ㎞
（32 ㎞×５周） □募集定員／250名
□募集期間／2017年4月21日（金）
～9月8日（金）
□参加費／ペーサーなし：25,000円、ペーサーあり：28,000円
□松原湖までのアクセス（長野県南佐久郡小海町）
車：中央自動車道須玉ICから約1時間
電車：JR小海駅から路線バスで約15分、タクシーで約10分

た。道中、何人もの選手とすれ違いましたが、もう

写真・文／Ryo Yamamoto

また一人と入ってきたので、何人かに声を掛けて写真を撮らせてもらいまし

昨年10月に行われた
100マイル周回レース「KOUMI100」。
その撮影を担当したカメラマンがレースの全貌を語る。

選手の後を追い、
トレイルゾーンへと進みます。ぬかるんだ地面に足を取られながら、
選手の邪魔にならないよう、

りを応援。多くの選手が冷え切った体を温めて、足取り軽くエイドを去っていきました。

着するとスタッフからスープを手渡され、
「頑張って。雨なんかに負けないで！」と一人ひと

ていると、赤い影がファインダーを横切りました。先頭の選手たちです。エイドに到

こえないほど。その雨音に耳を澄ませながら望遠レンズで走ってくる選手を狙っ

テントの屋根に降り注いだ粒が激しい音を立て、すぐ近くにいる人の声も聞

態が発生。豪雨です。すぐに雨具を着て、カメラにもカバーをかぶせます。

トレイル手前のエイドで待ち構えていました。ただ、ここで思わぬ事

KOUMI100

カメラマンが見た

今年7月、ＯＳＪ新規トレイルランニングレース「ITAMURO100」が開催される。
このレースはＰ12で紹介した「KOUMI100」と同様、
かつて開催され、その後、中止となったレースを元に実施される復活のレースである。
どのような経緯で復活するに至ったか、レースディレクターが熱く語る。

12
Trail Running
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ITAMURO100

レースディレクターが語る
23

OSJ freestyle express vol.46
OSJ freestyle express vol.46

Trail Running

13

89

SUP
（スタンドアップパドルボード）

金子ケニー
Kenny Kaneko
撮影／宇賀神善之 文／明道聡子

大きなサーフボードの上に立ち、パドルで漕いで海を進んでいくＳＵＰ（スタンドアップパドルボード）。
近年、気軽にできるマリンスポーツとして楽しむ人が増えていますが、
そんななか、世界を舞台に活躍する日本人がいます。

に出 合ったのは 今 か ら 約４ 年 前

トリガーカヌーを始める。ＳＵＰ

チームで大 型のカヌーを 漕 ぐアウ

を する金 子デューク氏の影 響で、

ラーとして島から島へカヌーで旅

が、父 親であ り、オーシャンパド

か ら サ ーフィンが 大 好 き だった

近 な 存 在 だった 海。 幼 少のころ

させたのは、小 さ なころか ら 身

金子ケニー選手。幼いころから海を身近に感じながら育った彼の日々のトレーニング、胸に秘めた熱い思いに迫りました。

スポーツの影 響が大 きい。

日本人でも世界を相手に戦えると
自分が勝つことで証明したい
て、そこで優 勝 したカイ・レニー 選 手に

歳の時。 知 人 か らレースに

カイ 選 手 といえば、ＳＵＰで数々のタ
ロサッカー 選 手 を 目 指 していた。 東 京

ルニアで育った 金 子 選 手 。 も とも とはプ

神 奈 川 県 茅ヶ 崎 市で生 まれ、カリフォ

いトレーニングになると感 じまし

「ＳＵＰをやってみて、すごくい

持 ちでトライしてみることに。

界の誰 が 相 手でも 戦 えるんだという 自

３ヵ月で靭 帯 を 損 傷 。 今 後 長 くプレイ

ら日 本へ帰 国 。 しかし、帰 国 後 わ ず か

の重 さ を 受 け るので 何 倍 もハー

て 漕 ぐＳＵＰは 体 全 身でパドル

出てみないか と 誘 わ れ、軽い気

イ トルを 獲 得 し、サ ーファー と して も
ヴェルディのユースにスカウトされたこと

た。 座って漕 ぐカヌーより、立っ

の

昨 年８月の香 港ＳＵＰ国 際チャンピオ
有 名なウォーターマン。 そんな彼 を 相 手
歳でカリフォルニアか

＊

ンシップで優 勝した金 子ケニー選 手 。 そ
に勝てたことの意 味は大 きい。
を きっか け に、

勝てたのはすごく うれしかったです 」

の手 応 えはどうだったのだろう 。
「コンディションと 体 調 さ え 整 え ば、世

初めてＳＵＰをやってみて
いいトレーニングだと思った

「これまで表 彰 台に上がったことはあっ
たんです が、国 際 大 会で優 勝 したこと
信につながり ました」

ド。 ただ、僕は負 け ず 嫌いなの

じんたい

はなかったので、いい経 験になった と思っ

し続 けることはできないと判 断し、サッ
少 年にとってたやすいことではなかった。

Ｓ ＵＰ に は、 多 く の 人 が 楽 し む レ

しかし そ れが 今の金 子 選 手 をつく るこ

ていま す 。 この大 会の３週 間 前に、ハワ

で、逆にこれ を 極 めたいな と 思

スピード を 競 うレースと
とになる。

を 目 指 すことになる。

こう して 金 子 選 手 は、ＳＵＰで世 界

いました」

代の

しての 顔 も あ る。 ま だ

「 確 かにその時の決 断 は、す ご く 覚 悟

カー を 諦 めることに。 そ れは、

新しいスポーツだが、今、

ジャースポーツとしての顔 とは 異 な り、

プロスポーツとして 大 き

のいることでし た。で も 今 は、そのお か

られることですね。 そして、立って漕 ぐ
す 。 透 明 度の高い海 だ と、魚 が 泳いで

ので、 海 を 見 下 ろせること も 大 きいで
いるのがよく 見 えるんです 。 カヌーでは

現 在はコーチを 付 け ず、自 分 自 身で

驚 く ほどシンプルな 答 え が 返って き た。

世 界で 活 躍 す る 選 手で あ り ながら、

The 2nd Hong Kong International ＳＵＰ Championship 優勝（香港）

く 変 わろう としているの

見 え なかった ものが 見 え るのが す ご く

トレーニングのスケジュールを 組んでいる。

そんな金 子 選 手の今 後の目 標は？

今 年の課 題 は
体 を 休 め る 勇 気 を 持つこと

「エクセルでカレンダーをつく り、レース

「 も ちろん、ＳＵＰで世 界一になること

湘南祭桑田杯 優勝

か も し れ ない。 そ れ は

に合 わせて 計 画 を 立てていま す 。 ＳＵ

です 。 でも、なぜそ う な り たいかと 考

ISA 世界選手権 ディスタンスレース ８位(フィジー)

11/10-11/12
横浜ＳＵＰマラソン 優勝

楽しい」

Ｐはレースが 多 くて、 去 年 出 たのは 全

えると、海のスポーツにおいて、日 本 人
が世 界で活 躍できるんだっていうことを

三保カップ 優勝

今 年３月から始 まる“Ａ

レース。 そ う す る と、シーズン

証 明 したいからだ と 思いま す 。 多 くの

部で

後 半は疲 労がたまって結 果が出なくなっ

人 が、学 生 時 代は競 技に取 り 組んでい
て も、 社 会 人 になる と 辞 めてし ま う 。

しているのは、体 を 休める勇 気 を 持つこ
とです 。 練 習 するより 休んだほう がプ

で も、 僕のよ う にプロとして 活 躍 す る

てしま うんですよね。 今 年 から 課 題に

ラスになることも あるのだと実 感してい

道 も あ るんだよっていう こと を 示 し た
い。 僕の活 動 を 通して、一人でも 多 くの

ます」
午 前 と 午 後の二部 練 習、 心 拍 数 を

人にこのスポーツを 知って も ら え たらい
インタビュー中、たびたび「 負 け ず 嫌

意 識してのインターバル走、和 食 中 心の
日々トレーニングを 行 う 。こんなにも 金

いなので」と口にしていたのが印 象 的だっ

いなと思いま す 」
子 選 手 を 熱 中 させるＳＵＰの魅 力は何

た。 金 子 選 手の今 後の活 躍に大いに期

食 生 活 な ど 自 身で 決 めた 計 画 に 沿い、

なのだろうか。

全日本選手権 ２位

ＰＰワ ールドツア ー”の
存 在 が 大 きい。 こ れ は
人が

ＳＵＰ界 初のプロツアー。
世 界のトッププロ

招 待 さ れ た このツア ー
に、 金 子 選 手 は 唯一のア
ジア人 として選 出されて
「ＳＵＰ界 はこれ までい

優勝した香港ＳＵＰ国際チャンピオンシップでのゴールシーン。たくさんの人たちに祝福された

国際大会での初の表彰台。２位のカイ選手（左）
、３位のキャスパー選手（右）とともに

待したい。

ISA 世界選手権 テクニカルレース 11位（フィジー）

06
「ボードとパドルがあれば、す ぐに始め

Mabo Royal KJ Cup 優勝

国内
レース

いる。
ろいろと分 断されていて、
き ちんとしたランキング
がなかったんです 。でも、
おそらくこれからは、こ
げで何 倍 も 幸 せになれた と 感 じていま

のＡＰＰワ ールドツア ー
がＳＵＰの世 界ツアーに

す 。そ れに、サッカーで 培った 下 半 身の
強 さや 心 肺 機 能は、ＳＵＰにも 役 立って

なっていく と思いま す 」
目 標は優 勝。 金 子 選

いま す 」
サッカー を 辞 め た 金 子 選 手 を 熱 中

2016年の戦績

17

14
Interview
OSJ freestyle express vol.46
OSJ freestyle express vol.46

Interview

15

手 の 負 け ず 嫌いは、 幼
少 か ら 取 り 組 んで き た

ISA 世界選手権 スプリントレース ３位（フィジー）

10

APPワールドツアー第１戦 マウイ
（ハワイ）
KERAMA BLUE CUP 座間味
（日本）
APPワールドツアー第２戦 東京
（日本）
APPワールドツアー第３戦 シャーボイツ
（ドイツ）
ISA世界選手権
（デンマーク）
APPワールドツアー第４戦 ニューヨーク
（アメリカ）
Pacific Paddle Games カリフォルニア
APPワールドツアースペシャル・イベント Red Bull Heavy Water
サンフランシスコ
（アメリカ）
APPワールドツアー第6戦 海南島
（中国）
1988年１月21日生まれ。国籍は日本。神奈川県茅ケ崎市生まれ。８歳で南カリフォルニアへ移住。小
学1年時からサッカーを始め、
プロサッカー選手を目指し17歳の時に日本に帰国するがケガのため断念。
国際基督教大学に進学、父親の影響でアウトリガーカヌーを始める。2013年よりＳＵＰを始め、現在は海
外のレースを転戦。

3/10〜3/12
4/22
5/5〜5/7
6/30〜7/2
9/1〜9/10
9/22〜9/24
9/29〜10/1
10/18〜10/31
国際
レース

24

今シーズンの出場予定レース
金子ケニー（かねこ・ケニー）

25

19

イのモロカイ 島で 行 われたレースが あっ

波が穏やかな時も、荒れている時も、ボードとパドル、そして全身を使って前へ進んでいく

PRESENT

FORUM

OSJ の感想とともに、皆さんのご応募、お待ちしています。

A

パ

タ

ゴ

ニ

ア

patagonia

B

メンズ・ウインドチェイサー・スリーブレス

超軽量のポリエステルを使用したハイブリッ
ドのトップ。長距離ランニング用にデザインされ、最大限の通気性と吸湿発
散性を提供し、体の動きに沿う細身のフィッ
ト。本体には速乾性のある超軽量のリサイクル・ポリエステル・ダブルニッ
ト、
身頃上部にはベンチレーションを促進するメッシュを使用。接合した縫い目と生地を折り返したネックラインとアームホール
が滑らかにフィッ
トします。襟ぐりにタグを使用していないので肌触りが快適で、吊るしやすいループ付き。左胸と首の後ろ
側中央に反射性ロゴが入っています。ポリジン永続的防臭加工済み。

Mサイズ
1名様

パ

ワ

ー

バ

ー

PowerBar

パワーバー商品詰め合わせ

素早いエネルギー補給でパフォーマンスをアップさせるパ
ワージェルのほか、パワージェル・ショッツ、
エナジャイズ、
プ
ロテインプラス、
エナジャイズ・ウエハースが各１個ずつ入っ
た詰め合わせセッ
ト。

C

アウトドアスポ―ツに関するニュースをご紹介します。

トップスピード

ウルトラミネラルタブレット

運動時の発汗で失うミネラルを効率よく補給するための
電解質ドリンク用タブレッ
ト。発汗のミネラル不足によるパ
フォーマンスの低下を抑制し、
ミネラルバランスを保ちゴー
ルを目指します。

６袋
３名様

1パック
3名様

【販売価格】
￥6,480
（税込）
【お問い合わせ】
パタゴニア日本支社 カスタマーサービス
☎︎0800‐8887‐447
（フリーコール・通話料無料）

D

パ

ワ

ー

フ

ー

ズ

理想の体づくりは毎日の食事と正しいトレーニングから

POWER FOODS

Challenger

PowerDrink「Challenger」は、
ゆっくり消化吸収されるパ
ラチノースが主原料の粉末清涼飲料。1袋を500mlの
水に溶かすと、250kcalの高エネルギー飲料が出来上
がります。ゆっくり血糖値が上昇し、高すぎない値で長続
きするアスリート待望の画期的な飲料。さまざまなスポーツ
シーンで、最高のパフォーマンスを引き出すツールとしてご
活用ください。

アスリートフード研究家・池田清子さん初の著書が発売！
レースで最大限のパフォーマンスを発揮するには、
日々の食生活が大切。しかし、
過酷なトレーニングに加え、極端な食事制限を行っては、健康といえない状態に
なってしまうことも。
『EAT GOOD for LIFE 史上最高の私をつくる
「食」
×
「ながら
トレーニング」
（
』トランスワールドジャパン）
は、健康的に体づくりをしたい人の道しる
べとなってくれる実用書。著者の池田清子さんは、夫であり、世界的なマウンテン
バイクプロライダーである池田祐樹選手をマネージャーとして支えるアスリートフード

新登場！
ストーム・レーサー・ジャケット

研究家。池田さん自身、
トレイルランニングやマラソンのレースに出場し、
日々トレー

パタゴニアの防水性・透湿性ジャケット
製品の中で最軽量（170g）
。裏地はし
なやかな肌触りで非常に快適です。外
側のジッパー式チェストポケットに本体を
収納でき、持ち運びにも便利。

６袋
３名様

パワーバー全商品
【お問い合わせ】
Power Sports ☎0467-84-8651

プレゼントの
応募方法

リニューアルして新パッケージで登場！

【価格】
￥1,100
（税別）
【お問い合わせ】
POWER FOODS ☎0467-84-8651

VOICE

方となってくれるはず。

昨年、初めて「サロマ湖100 ㎞ウルトラマラソン」を
完走する中、このフリーペーパーの存在を知りまし
た。サロマのようなウルトラマラソン以外に、トレラ
ンにも興味を一層高めてくれる内容でした。今年は
家族を連れてOSJ主催の大会に参加できればと思っ
ています。運動しない嫁も、今回の「
『大人気！
！ ス
リーピークス八ヶ岳トレイル』ができるまで」を読ん
で、根本から変わったみたいです。
東京都男性（42歳）／会社員

僕は高校1年生で、中学2年生の友達と
MTBクロスカントリーをやっています。
3年前、アドベンチャーレースで初めて
MTBというものを知りました。その後、
親と「学力目標条約」なるものを結んで
クリアした結果、中学2年の時にMTBを
買ってもらいました。目標は「セルフディ
スカバリーアドベンチャー・イン・王滝」
で、友達と2人でワンツーフィニッシュ
を決めることです。勝利のためにペダル
を漕ぎ続けたいです。
岐阜県男性（16歳）
／高校生

運動音痴の私を奮い立たせてく
れる、OSJの美しい写真と興味
深い記事に感謝しています。
茨城県男性（49歳）
／会社員

「アドベンチャーレースの魅力」を読ん
で、参加したくなりました。私もシーカ
ヤックをするので、すごく関心がありま
した。
奈良県男性（49歳）
／会社員

OSJ45号を読んだ皆さんの感想の一部をご紹介します。
初めて手に取ったという方からのおはがきも多く、
その初々しい内容にこちらもうれしくなります。
OSJは３月、６月、９月、12月の年4回発行です。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
http://www.outdoorsports.jp/
「使用アイテムアンケート結果発表！」が面白かったです。
「あ、同じだ」
「うーん、少数派かぁ」と一喜一憂。今後の参考にしたいと思います。
大阪府女性（51歳）／アルバイト

表紙の写真、とてもインパクトがあ
ると思い、手に取ったら、実際の大
会と知り、すごいところを走るラン
ナーがいることに驚きました。地元
の人の協力もあり、続いていること
がわかり、感動ですね。
群馬県女性（41歳）／会社員

「『九十九里トライアスロン2016』で オリンピック・
ディスタンス完走を目指せ！」が初々しく、自分の初参
戦のころを思い出しました。ぜひ、次も挑戦してほしい
です。2戦目のレポートも楽しみにしています。
千葉県男性（37歳）
／会社員

1979年生まれ。千葉県出身。アスリートフード研究家。モデル事務所でのマネージャー経験を生かし、
2013年に夫であるマウンテンバイクプロライダー池田祐樹氏のマネージメントを開始。並行して、
アスリー
トフードマイスターの資格を取得。アスリートフード研究家へ。2016年にアスリートフードに関するレシピ
開発や講演などを行う
「ビオトープ株式会社」を設立。日課はランニングと筋トレ。アスリートの気持ちを
理解し、実体験を通して伝えたいと、多数のレースにも出場。
http://biotope-inc.co.jp

連載

現

実

プロトレイルランナー小川壮
太さんのインタビューを読ん
で、ペース配分の大切さを感
じました。
東京都男性（50歳）
／会社員

最近、マラソンを始めたので
勉強になればと思い、
持ち帰っ
て読んでいます。盛りだくさ
んの内容で満足です。次号も
楽しみです。
鹿児島県女性（39歳）
／パート

を

前

に

「2017年パワースポーツ主
催レースカレンダー」を見
て、
「OSJ ITAMURO100」
の大会を知りました。栃木
県でのレース、ぜひ参加し
たいです。
栃木県男性（37歳）
／会社員

長距離を走れる自転車を購入しにお
店に行ったはずなのに、本紙を読んで
トライアスロンにチャレンジしてみ
たくなってしまいました。面白かった
です！
東京都女性（42歳）
／会社員
トレーニングの参考になります。ア
スリートを長く続けることの難しさ、
知識がないといけませんね。
千葉県男性（51歳）
／会社員

フルマラソン、こうやったらうまくいったとい
う方法を教えてほしいです。
千葉県男性（51歳）
／会社員

。

臭い、汚いといわれていた目黒川を実際に歩き始めて数ヵ月が経ちました。遊歩

実態を学んだことは、汚水と雨水を一本の下水道管に流す合流式下水道の限界で

道には「清流の復活」という碑があります。歩いてみて水が汚いと感じたことはあり

す。大雨時、仮に浄水場までたどり着いた汚水も、浄水可能な量を超えるために、ほ

ませんでした。ではなぜ臭くなるのか？ 水はどこからやって来るのか？

ぼ未処理のまま東京湾に流しているとのことでした。さらに、現場職員の認識と実

素朴な疑問を一つ一つ解決するべく、動き出しました。

いるということがわかりました。１時間に50 ㎜以上の雨が降らない限り、川にはセ

八重山諸島でのシーカヤック
サービスを経て、2015 年より神奈川県
の三浦半島でおとなの遊び基地を構え
る。http://tabinesia.com/

でも、汚水は排水溝から放出されていたのです。その映像を見せると、首をひねっ
ていました。

は川といえるのだろうかという疑問と、本来の川はどこへいったのかという新たな

都市に多い合流式下水道という下水システムそのものが問題です。根本的には東

疑問が浮かび上がってきたからです。実際に歩けば、大雨でなくとも生活排水が川

京の合流式下水道を分流式に整備し直すしかありません。東京の合流式下水道を分

へと流れ出てくる現場に何度も出合いました。これは何だ!? 役所からのアナウンス

流式に整備し直すことは可能なのだろうか。先入観を捨てて、まずは現場を見るこ

とは違う様相を見せる河川が、そこにはありました。

とでわかること。いつもここから始まります。都市暮らしにおける水辺の旅は、ま

落合水再生センターと大田区にある森ヶ崎水再生センターを見学し、下水処理の
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□ 運動前に食べることで脂肪が燃えやすく
減量を目的に運動する場合、
空腹状態で始めるより、
少し食べてか
らのほうが脂肪は燃えやすくなる。摂取すべきなのは糖質。適度に
取り入れることでバテにく
く、
心地よく運動することができる。

2014年8月に立ち上がった
「鎌倉トレイル協議会」
。発足のきっかけは、
トレイル整備と清掃ボランティア団体「ハイキングクリーン」による
「ハイ
キングコースでのランニングを禁止し、鎌倉市の条例にしてほしい」
とい
う陳情でした。協議会はその陳情のきっかけとなった鎌倉でのレース
（鎌
催の中止を約束していただきました。
また、
トレイルでのランニングが規制禁止されないようにはどうすればよい
のか、
ハイカーや観光客など
トレイルを利用する他の人たちに迷惑がかか
らないように走るにはどうすればよいのか、ハイキングコース上でハイカー
の方にインタビューし、
マナーやルールに関する意見を広く求めました。
そうしてできたのが、
「鎌倉はこう走ろう」
をメインコピーに掲げる
『歩く人
に出会ったら歩く人になろう』いう鎌倉独特のマナー・ルールです。同時
に普及のための動画をつくり、YouTube にアップするなど、啓蒙活動
を進めてきました。
2016年末、
「ルールを掲載した鎌倉トレイルマップ」
を作成。鎌倉市の
各種店舗、
都内や神奈川県内のスポーツ店などに設置してもらっていま
す。毎月1回、鎌倉のトレイルの各所でゴミ拾いをしながら、
トレイルを利
用しているさまざまな方に配布しています。

月に 1 回、
トレイルを歩いてゴミ拾いしながら、
普及活動を続けている

現在、
その陳情は形を変え、規制条例化の文案作成という流れになっていて、近いうちに議会で話し合われる予定に

だ始まったばかりです。

手に取った人が見て役に立つものをつくろう、と完成した「ルールを掲載した鎌倉トレイルマップ」

なっています。協議会の本来の目的であった「条例を阻止」することはできませんでしたが、今後も鎌倉のトレイルを利用
鎌倉トレイル協議会

する多くの人が共有・共存できる環境をつくれるよう、
サポート活動を進めていく予定です。
またトレイルを利用したことのない人 にも鎌倉独特のマナー・ルールを認知してもらうために、
トレイルのさまざまな利用方
法を提示。そのイベントとしてランリ
トリート・マインドフルネス、
ノルディックウォーキング、バードウォッチング、
アウトドア写真

https://www.facebook.com/kamakura.trail/
動画 「鎌倉はこうして走ろう」

www.youtube.com/watch?v=SLqLNJKJojY

ウルトラトレイル・マウントフジ（UTMF）第6回大会は2018年春に開催予定
写真提供／ NPO 法人富士トレイルランナーズ倶楽部

ウルトラトレイル・マウントフジは、距離約

□参加資格：

165km、累積標高約7500m、地元2県

◯大会当日に 18 歳以上の男女で、コースを迷うことなく制限時間内に完走できること。
◯大会エントリー開始日の３年前から前日までの間に、国際トレイルランニング協会（ITRA）
がポイントを認定しているレースに出場・完走し、下記の規定ポイントを獲得すること。
ただし最低１レースはエントリー開始日の１年前から前日までに開催されるレ―スとする。

11市町村の協力により開催される、
日本
最高峰の100マイルトレイルレース。世界
各国から選手が集まり、アジアを代表する
国際的なウルトラトレイルレースとして成長
してきました。ウルトラトレイル・マウントフジ
実行委員会／NPO法人富士トレイルランナーズ倶楽部は、第6回を迎える次回レースの開催
を2018年春と発表しています。第4回と第5回の大会は9月をレース時期として開催してきま
したが、大雨や台風の影響を受けやすいことから、春季の開催へと時期をずらすことを決定した
のです。その前の大会までは4月末に開催していたため、2018年もその時期での開催が有力
ではないかと考えられます。
また、
日本と海外の選手で参加資格の違いが出ないようにと、国際トレイルランニング協会
（ITRA)により認定されたレースのみを当大会の資格レースとすることを決定。国内レースの
ITRAへの申請が増えている背景から、
ウルトラトレイル・マウントフジをより開かれた海外レースに
していく流れが広がっていくことでしょう。

17

あるといわれているグルテンを制限するため、小麦製品を断つとい
う食スタイル。一見難しそうに見えるが、
その成功のカギは和食に

ハイカーもトレイルランナーも共存して鎌倉のトレイルを楽しめるようにしたい。
そんな思いで活動を行っている「鎌倉トレイル協議会」にお話をお伺いしました。

態のギャップもあります。職員は50 ㎜以上の大雨の時以外に未処理水が川に放出

ンターで浄化された水しか流れません。それだけでも驚きました。なぜなら、それ

前人未到

□ グルテンフリーも意外と簡単
近年注目を集めている
「グルテンフリー」は、
さまざまなデメリッ
トが

「トレイルで歩く人に出会ったら歩く人になろう」

されることは原則的にないといっていましたが、実際は10 ㎜に満たないような雨
目黒川に流れている水は、新宿区の東京都下水道局落合水再生センターから来て

にひと工夫することで目的に合った食事をつくることができる。

「鎌倉トレイル協議会」
ってどんな活動をしているの？

撮影術、
マフェ
トン講座
（心拍トレーニングのひとつ）
などを企画、継続的に開催していきます。
（聞き手／田中瑠子）

Vol.5

い。この本では、ふだんからなじみのある食材を組み合わせ、調理

あった！

池田清子（いけだ さやこ）

『EAT GOOD for LIFE 史上最高の私をつくる
「食」×「ながらトレーニング」』
著：池田清子（トランスワールドジャパン）
1500 円（+ 税）

□ 身近な食材で体を整える
いざ実践しようと思っても、入手困難な食材では続けることが難し

倉アルプストレイルラン大会）開催の団体と話し合いを重ね、
レース開

毎号読んでいます。
「トレイル
ランナーがトライアスリート
に！ そしてアイアンマン・マ
レーシアにチャレンジ！」が参
考になりました。
東京都男性（47歳）
／会社員

昨 年、ニ ューヨ ーク シ テ ィマ ラ ソ
ンに参加したので、OSJ TALKing
「ニューヨーク、ニューヨーク」は自
分の気持ちを代弁してくれている
ようでうれしかったです。
愛知県男性（39歳）／介護士

単に取り入れられるトレーニングは、
目標に向かって努力し続ける人たちの強い味

【価格】
￥250
（税別）
【お問い合わせ】
POWER FOODS ☎0467-84-8651

プレゼントご希望の方ははがきに、
（1）住所（2）氏名（3）年齢（4）職業（5）電話番号（6）欲しいプレゼントのアルファベット（7）本紙を読んだ感想（８）どのお店で本紙を入手したかをご記入の上、
下記の住所までご応募ください。応募締め切りは2017年5月31日（消印有効）
。当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。
〒248-0022 神奈川県鎌倉市常盤628-3 ㈱OSJ「プレゼント」係

初めて見た冊子ですが、大変興味を持ちまし
た。印象に残った記事は「プロトレイルラン
ナー小川壮太のエネルギーはこう摂れ！」で
す。今までシャリバテが多かったので、参考に
なりました。ちなみに、私はトレランやアドベ
ンチャーレースに出たことはありませんが、普
段の登山でとても役に立つと思いました。
兵庫県女性（46歳）
／会社員

ニングに励むアスリート。その実体験に基づく食べ方のヒント、
目的別のレシピ、簡

日々頑張るアスリートに役立つ情報がたくさん！

・UTMF 最大 3 レースで 12 ポイント以上
・STY
最大 2 レースで 5 ポイント以上
＊UTMF2016 において男子 100 位以内、女子 20 位以内で完走した人には優先エントリー権を
付与。
＊UTMF2018 のエントリー開始日は 2017 年 10 月 16 日（予定）
。
＊この参加資格は UTMF2018、2019、2020 の３大会で適用可。
◯国際トレイルランニング協会（ITRA）のポイントの確認方法
ITRA 公式サイト http://i-tra.org/ にて
出場したレースのポイント・リザルトの確認
•TOP ページ→ Runners →氏名・国籍を入力・検索し確認する。
•ITRA のポイント認定レースの確認
TOP ページ→ Calendar →開催期間（Period）
・開催国（Location）等を入力・検索し確認する。

http://www.ultratrailmtfuji.com/
OSJ freestyle express vol.45
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配布店リスト
店名

店名

087-822-7388
087-868-6373
087-866-5004
087-868-6373
087-869-7710
087-842-7677

稲城市
羽村市
越谷市
葛飾区
葛飾区
葛飾区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江戸川区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
江東区
港区
港区
港区
港区
港区
港区
荒川区
国分寺市
国分寺市
国分寺市
国分寺市
三鷹市
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
渋谷区
昭島市
昭島市
昭島市
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
新宿区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
杉並区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
世田谷区
西多摩郡
西東京市
西東京市
青梅市
青梅市
青梅市
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
千代田区
足立区
足立区
足立区
足立区
足立区
多摩市
多摩市
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
台東区
大田区
大田区
大田区
大田区
中央区
中央区
中野区
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
町田市
調布市
調布市
調布市
東久留米市
東大和市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
八王子市
板橋区
品川区
品川区
品川区
府中市
府中市
府中市

042-379-8775
042-554-0511
048-990-1155
03-3602-2085
03-5654-3531
03-5672-1740
03-3651-4085
03-3659-2283
03-3657-5859
03-5659-0808
03-5679-5830
03-5605-1610
03-5664-3901
03-5612-5047
03-5675-6801
03-3634-0730
03-3641-3091
03-3638-6565
03-5617-6450
03-6219-6181
03-5617-3531
03-5677-0721
03-5545-1525
03-3423-0094
03-3440-3307
03-5474-1283
03-5474-3531
03-3599-5311
03-6228-0135
042-321-4747
042-322-8133
042-329-5055
042-329-1511
0422-72-8581
03-3797-4817
03-3406-8778
03-3770-7885
03-5466-9278
03-3770-7887
03-3478-4888
03-3405-9614
03-3461-0373
03-3475-7105
03-5411-2522
03-5469-3239
03-3461-2272
03-5489-0052
03-6439-1511
03-6434-1452
03-3770-3531
03-6755-5024
03-5485-7357
03-5467-7271
03-3477-3347
042-545-7701
042-519-6380
042-519-2761
03-3356-2536
03-3353-0584
03-3232-1121
03-6380-1515
03-3353-6197
03-3952-7117
03-3346-0301
03-3368-3531
03-3355-0821
03-3354-8311
03-3209-0750
03-3354-3420
03-3342-1111
03-3354-8951
03-5937-0501
03-6273-1255
03-5291-9830
03-5312-9550
03-3350-1288
03-3311-8930
03-3399-3659
03-3391-3101
03-6454-0404
03-3399-3233
03-6750-9155
03-3301-7667
03-3700-2550
03-3421-7184
03-3705-2345
03-3429-4177
03-3411-4702
03-3487-3531
03-5355-3671
03-5761-3371
03-6662-8530
03-5790-2600
03-3426-5954
03-5433-1171
03-5717-3110
042-588-8735
042-450-0808
042-438-8840
0428-24-8661
0428-78-8472
0428-74-9235
03-3291-7796
03-3233-3555
03-3253-1431
03-3262-0432
03-3262-0581
03-3262-0731
03-3262-0433
03-3262-0583
03-3295-2955
03-5218-0031
03-3295-0622
03-5212-1981
03-6412-9447
03-3233-1861
03-3219-2801
03-3233-3555
03-3295-3215
03-5220-3580
03-5697-3900
03-3881-3982
03-5673-5771
03-5244-1757
03-3870-7980
042-311-2818
042-357-3451
03-3836-1661
03-3833-8636
03-3836-5561
03-3836-6168
03-3843-4484
03-5806-1560
03-3836-6168
03-3839-7939
03-5711-1821
03-5732-0840
03-3733-3911
03-5713-8812
03-6228-5018
03-5144-8254
03-3383-3531
042-850-5633
042-729-2137
042-722-3531
042-798-0977
042-729-4005
042-724-9199
042-723-0603
042-797-2849
042-710-8790
042-739-7017
042-798-6286
042-426-8055
042-483-0820
042-489-1711
042-497-4101
042-516-9455
042-670-7550
042-667-3291
042-628-7801
042-686-3701
042-660-5307
042-318-2240
042-675-2020
042-649-3261
042-677-0251
03-5392-4545
03-3441-3531
03-3784-6970
03-5715-8300
042-352-3308
042-358-3517
042-365-3760

越前市
坂井市
鯖江市
勝山市
福井市
福井市
福井市
福井市

0778-22-1150
0776-82-5223
0778-53-0575
0779-87-6112
0776-57-7371
0776-57-2181
0776-53-8238
0776-52-7015

03-5958-4315
03-5992-4070
03-5939-4940
03-3623-0382
03-5625-4380
03-5610-8670
03-3725-8172
03-5722-6541
03-3791-1551
03-5720-1677
03-5731-8686
03-5436-2755
03-5731-9520
080-4900-3441
042-528-2556
042-521-5475
042-540-4801
042-512-8134
042-522-6632
042-512-5755
042-540-7180
03-5998-2001
03-3559-3711
03-3925-1811
03-3991-3686
03-5946-1251
03-5946-1351

甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
南都留郡
南都留郡

055-222-1991
055-221-0141
055-225-2431
055-225-2370
0555-62-4418
0555-83-2001

芦屋市
伊丹市
加古川市
加古川市
三田市

0797-34-3299
072-778-6940
0794-25-1448
079-435-5545
079-562-2231

高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
四万十市

088-825-0026
088-823-8528
088-860-3321
088-846-3391
088-826-7630
0880-31-2735

横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横須賀市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
横浜市
海老名市
海老名市
鎌倉市
鎌倉市
鎌倉市
茅ヶ崎市
厚木市
厚木市
厚木市
三浦郡
三浦郡
三浦市
三浦市
小田原市
秦野市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
川崎市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
相模原市
大和市
津久井郡
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
藤沢市
平塚市

046-858-0180
046-855-0535
046-854-5501
046-849-2334
046-828-6239
045-949-5461
045-227-2581
045-212-2044
045-222-1322
045-502-0326
045-317-1049
045-364-3733
045-313-6114
050-3344-7143
045-414-2364
045-914-5906
045-770-5326
045-831-1586
045-910-0635
045-222-2621
045-533-5171
045-241-3575
045-909-6058
045-663-3345
045-869-5811
045-828-2425
045-938-4761
045-328-3610
045-866-2251
045-360-3531
045-450-4839
045-914-2106
045-507-8823
045-985-8270
045-651-3681
045-681-2205
045-903-3434
045-848-7215
045-914-2104
045-947-1333
045-882-0600
045-929-3277
045-910-0555
045-533-3351
045-650-1680
045-594-0015
045-342-4587
046-292-2225
046-206-6750
0467-45-4929
0467-61-2235
0467-42-4107
0467-84-1555
046-297-1177
046-225-7998
046-241-9181
046-876-2291
046-854-4733
046-880-0930
046-881-0448
0465-49-0620
0463-85-3880
044-813-4455
044-520-1313
044-856-0028
044-969-1811
044-874-8350
044-814-2933
044-272-7717
044-223-1630
044-862-7380
044-813-3318
044-744-2121
044-366-0980
042-700-0720
042-704-2340
042-715-2007
042-775-6021
042-774-2720
046-278-0068
042-782-1720
0466-44-0777
0466-24-1977
0466-42-4493
048-988-7997
0466-25-6262
0466-23-2817
0466-26-7731
0466-38-3150
0463-53-1101

0263-87-7166
0265-73-6186
0263-52-1507
0266-68-3741
0267-66-0600
0267-22-0260
0263-48-2424
0263-25-9620
0263-35-0106
0263-36-3039
0263-31-0580
0263-85-4939
0263-27-6971
0268-29-6100
0266-52-1235
0266-57-4455
026-213-4781
026-254-3083
026-254-2081
026-284-8136
026-229-7739
050-1338-3361
026-268-4811
026-222-2244
0263-97-3981
0269-64-3222
0269-69-2888
0265-21-6266
0261-71-1229
0261-72-2200
0261-72-7344
0261-85-2560
0267-42-0701

0799-25-6400
078-621-5851
078-787-2236
078-332-7332
078-739-6646
０７８‐２６２‐５３０１
078-811-2388
078-452-5721
078-795-2935
078-793-2200
078-986-0955
078-366-6333

089-960-3520
089-984-4835
089-961-6630
0895-22-2984
0898-34-8601
0898‐23‐5130
0896-59-5150
089-922-6457
089-927-3300
089-978-7020
089-971-1141
089-926-2180
089-917-7601
089-946-2936
0897-31-0780
0897-55-0410
0897-55-2048

安曇野市
伊那市
塩尻市
茅野市
佐久市
小諸市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
松本市
上田市
諏訪市
諏訪市
長野県
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
東筑摩郡
飯山市
飯山市
飯田市
北安曇郡
北安曇郡
北安曇郡
北安曇郡
北佐久郡
可児郡
可児郡
各務ヶ原市
各務原市
各務原市
各務原市
各務原市
関市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
岐阜市
高山市
高山市
高山市
多治見市
多治見市
大垣市
大垣市
大垣市
中津川市
土岐市
本巣市

0574-67-0318
0574-68-0150
058-380-0014
0583-82-3462
058-383-8600
058-375-3304
058-375-3680
0575-21-2177
058-240-3579
058-276-8000
058-273-2981
058-218-3050
058-272-963
058-296-5931
0577-33-0003
0577-37-6885
0577-37-1520
0572-22-8013
0572-21-1552
0584-87-0510
0584-83-8333
0584-87-3331
0573-62-1650
0572-53-3936
058-320-2511

伊勢市
伊勢市
桑名郡
桑名市
桑名市
桑名市
桑名市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
四日市市
松坂市
松阪市
松阪市
津市
津市
津市
度会郡
南牟婁郡
尾鷲市
名張市
鈴鹿市
鈴鹿市
鈴鹿市

046-857-8851
0596-20-2700
0594-45-2200
0594-27-0560
0594-22-3446
0594-45-8560
0594-24-9222
0593-48-0555
059-355-8612
059-329-7500
059-349-0552
059-346-7718
059-347-5622
059-361-1315
0598-56-4741
0598-21-2515
0598-25-2505
089-225-2525
059-221-4700
059-255-4511
0596-62-0337
05979-2-2126
0597-22-5554
0595-61-2111
0593-75-0655
059-381-1211
059-375-7710

洲本市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
神戸市
西宮市
西宮市
西宮市
西宮市
西宮市
川西市
丹波市
丹波市
尼崎市
尼崎市
尼崎市
尼崎市
尼崎市
姫路市
姫路市
姫路市
姫路市
姫路市
宝塚市
宝塚市
明石市
明石市

伊予郡
伊予郡
伊予郡
宇和島市
今治市
今治市
四国中央市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
松山市
新居浜市
西条市
西条市

蒲生郡
近江八幡市
甲賀市
守山市
草津市
草津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
大津市
彦根市
彦根市

0748-58-3666
0748-38-5133
0748-65-6322
077-585-7900
077-516-0233
077-565-7353

橿原市
橿原市
橿原市
香芝市
大和郡山市
奈良市
奈良市

0744-21-8252
0744-29-8530
0744-21-1272
0745-71-6311
0743-51-2271
0742-93-4555
0742-64-5722

岩出市
田辺市
有田郡
和歌山市
和歌山市
和歌山市
和歌山市
和歌山市
和歌山市

0736-63-2000
0739-26-2378
0737-63-3221
073-451-5021
073-447-1045
073-452-0871
073-428-8050
073-423-7110
073-448-2001

0943-75-3315
0942-35-8800
0942-22-1636
0942-45-7456
0942-32-0708
092-942-7889
0930-24-0063
0940-38-0611
0940-32-7661
092-595-5801
092-595-5500
0942-41-7010
092-652-1511
092-940-6650
0944-41-0620
0944-41-5566
0944-51-9585
092-504-5636
092-918-6565
092-919-5540
0949-29-2510
092-976-1794
092-410-1670
0948-25-3042
092-406-7850
092-263-2132
092-739-1101
092-807-4777
092-514-0111
092-263-2234
092-894-2266
092-738-9119
092-737-9136
092-791-6654
092-884-3312
092-805-8581
092-712-8909
092-542-6755
092-662-2900
092-811-8290
092-643-9060
092-283-8520
092-432-8010
092-263-2131
092-863-0812
092-532-3150
092-805-8850

0859-37-0335
0857-28-8795
0857-32-2730
0857-32-1630
0859-32-3601

0558-72-1664
0558-23-0468
0558-42-0898
0537-22-5922
0550-81-3116
055-977-0847
055-981-8520
055-930-8888
055-920-3167
054-270-5726
054-252-2877
054-272-7612
0543-61-1581
054-353-1323
054-293-9333
054-262-7200
054-275-0018
0547-33-2877
054-634-3711
053-401-5001
0538-59-0415
0538-33-5401
053-461-2406
053-448-3619
053-411-8455
053-453-0319
0534-72-5415
053-411-5133
053-411-3383
053-415-2021
053-466-3030
053-585-7201
053-411-5161
053-414-3661
052-482-7805
0544-25-1728
0545-66-0075
0545-65-4340

0774-65-3533
075-924-2860
075-781-2555
075-693-2870
075-708-5178
075-366-6552
075-461-3428
075-467-8155
075-222-0363
075-643-3452
075-252-6680
075-431-2207
075-693-7556
075-353-6850
075-254-7827
0743-93-0224
0774-98-2100
075-983-7575
0773-25-2929

西伯郡
鳥取市
鳥取市
鳥取市
米子市

伊豆市
下田市
加茂郡
掛川市
御殿場市
三島市
駿東郡
駿東郡
沼津市
焼津市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
静岡市
島田市
藤枝市
磐田市
磐田市
磐田市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
浜松市
富士宮市
富士市
富士市

京田辺市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
京都市
相楽郡
相楽郡
八幡市
福知山市

益田市
益田市
出雲市
出雲市
出雲市
松江市
松江市
松江市
松江市

0856-23-1856
0856-31-1605
0853-24-7655
0853-24-8035
0853-20-1500
0852-25-5113
0852-21-2875
0852-60-2021
0852-59-5077

うきは市
久留米市
久留米市
久留米市
久留米市
古賀市
行橋市
宗像市
宗像市
春日市
春日市
小郡市
糟屋郡
糟屋郡
大牟田市
大牟田市
大牟田市
大野城市
筑紫野市
筑紫野市
直方市
粕屋郡
粕屋郡
飯塚市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福津市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市
北九州市

0952-33-4130
0952-36-8220
0952-29-2820
0955-72-1500
0955-70‐6251

佐世保市
佐世保市
佐世保市
佐世保市
西彼杵郡
大村市
長崎市
長崎市
長崎市
長崎市
長崎市
長崎市
諫早市
諫早市

0956-24-8224
0956-34-5556
0956-20-8500
0956-27-8801
095-881-0085
0957-54-6661
095-818-2320
0958-25-8137
095-827-7856
095-879-0568
095-832-5067
095-855-0701
0957-35-1570
0957-26-8800

082-561-0680
0823-32-6230
082-929-4221
082-263-0202
082-250-0001
082-832-3572
082-873-5700
082-568-3903
082-873-1212
082-224-0701
082-501-3120
082-873-3325
082-270-5800
082-569-6031
082-279-0757
082-545-1163
082-250-2077
082-208-1930
082-962-9707
082-261-5001
082-962-9709
0848-61-5615
0847-24-0480
0827-57-7265
082-493-6200
0829-50-4340
0848-22-8077
0848-56-1620
090-8718-4141
084-921-2435
084-960-3633
084-922-7161
084-971-1200
084-927-2810

0964-22-6711
0964-26-1220
096-233-2200
0966-34-7222
096-343-3324
096-388-6681
096-362-7005
096-345-8048
096-375-8900
096-362-9585
096-361-1600
096-343-3422
096-383-6927
096-343-6961
096-322-1700
096-214-3123
096-377-2282
096-288-3652
096-235-6500
0965-35-7033
0965-39-5561

0256-35-3222
0256-33-8278
0256-32-5348
0256-35-8228
025-545-6270
0255-44-5439
025-246-4192
025-377-7725
025-290-3501
025-244-6237
025-275-2170
025-201-1066
025-270-8455
025-241-7361
025-383-3939
025-240-0511
025-378-5123
025-284-2125
025-383-5825
025-241-5134
0254-27-1833
0254-26-7427
075-240-2525
0258-29-6500
0258-27-5539
0258-20-5571
0258-28-4486
0258-25-8818
0258-37-1200
0258-89-6901
0257-21-8320

延岡市
宮崎市
宮崎市
宮崎市
宮崎市
都城市
都城市

0982-21-3855
0985-60-3890
0985-50-1301
0985-52-8085
0985-61-6131
0986-38-６711
0986-47-1901

宇部市
宇部市
宇部市
下関市
下関市
下関市
岩国市
山口県
山口市
山口市
山口市
周南市
周南市
防府市
柳井市

0836-21-0139
0836-45-0620
0836-37-0500
083-228-5111
083-251-6633
083-249-2320
0827-29-3150
0827-34-3033
083-925‐8111
083-927-0335
083-976-2111
0834-21-7971
0834-61-3020
0835-26-2700
0820-22-0645

奄美市
熊毛郡
薩摩川内市
薩摩川内市
指宿市
鹿屋市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
鹿児島市
出水市
霧島市
姶良市

0997-55-6211
0997-49-7112
0996-23-2255
0996-20-7040
0993-22-3614
0994-40-6555
099-204-7330
099-259-8768
099-250-0010
099-206-9001
099-812-7177
099-213-0304
099-245-7710
099-263-1615
0996-64-8030
0995-64-2080
0995-67-8910

高岡市
高岡市
砺波市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市
富山市

0766-22-2398
0766-27-2485
0763-32-7190
076-422-4225
076-465-1930
076-429-8744
076-452-3355
076-471-7005
076-441-6519

0561-61-5326
0566-74-9293
0586-46-3800
0586-78-2528
0586-45-0316
0586-23-2560
0586-84-3221
0587-24-2630
0564-48-2159
0564-26-1160
0564-25-5422
0564-59-2020
052-449-2209
0567-96-8222
0533-57-3210
0533-66-3055
0566-25-7090
0566-23-8611
0587-53-6311
0561-33-3260
0568-52-4005
0568-56-7230
0568-86-0051
0568-73-8311
0568-76-0787
0569-35-6175
0569-36-1560
0536-37-2540
0561-85-7615
0568-39-3443
0563-53-1436
0562-84-4401
0562-82-2611
0561-64-5055
0567-26-2232
052-689-2111
0569-26-6771
0569-24-5959
0561-52-1022
0532-52-6018
0532-41-8882
0532-38-5060
0532-52-1718
0532-52-5386
0532-55-0125
0532-26-3737
0532-64-5677
0532-52-3008
0533-85-2777
0565-32-1600
0565-35-1817
0565-74-0071
0562-95-2260

安芸郡
呉市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
広島市
三原市
世羅郡
大竹市
東広島市
廿日市市
尾道市
尾道市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市
福山市

宇土市
宇土市
菊池郡
球磨郡
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
熊本市
上益城郡
八代市
八代市

三条市
三条市
三条市
三条市
上越市
上越市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新潟市
新発田市
新発田市
長岡京市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
長岡市
柏崎市

愛知郡
安城市
一宮市
一宮市
一宮市
一宮市
一宮市
稲沢市
岡崎市
岡崎市
岡崎市
岡崎市
海部郡
海部郡
蒲郡市
蒲郡市
刈谷市
刈谷市
江南市
三好市
春日井市
春日井市
春日井市
小牧市
小牧市
常滑市
常滑市
新城市
瀬戸市
西春日井郡
西尾市
知多郡
知多郡
長久手市
津島市
東海市
半田市
半田市
尾張旭市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊橋市
豊川市
豊田市
豊田市
豊田市
豊明市

072-624-8661
072-957-6911
072-468-6610
072-675-8061
072-686-2720
072-229-5536
06-6672-1333
072-272-6605
072-240-7737
072-227-6561
072-293-8805
072-803-0250
06-6916-5550
072-802-3531
06-6310-6105
06-6319-0597
06-6385-6051
06-4864-8360
06-6330-1189
06-6836-6277
06-7492-2042
072-653-0550
072-464-0133
072-460-2116
072-463-3305
0724-69-0401
0725-40-5022
0724-80-4530
072-367-0208
06-6306-0914
06-6671-4402
06-6709-1557
06-6645-0630
06-6211-7175
06-6352-3531
06-6363-3531
06-6626-3531
06-6342-1666
06-6649-5900
06-4796-2666
06-4797-1670
06-6344-5225
06-6475-4406
06-6683-6700
06-6756-8182
06-6772-7231
06-6981-8970
06-6771-6153
06-6344-3808
06-6341-5578
06-4802-3624
06-6326-5568
06-6324-3833
06-6941-8560
06-4704-5688
06-6615-5537
06-4792-0006
06-6485-7230
06-6303-6639
06-4705-5482
06-6536-7678
06-6531-0105
06-6686-9230
06-6629-7151
06-6399-0771
06-6616-7811
06-6641-1525
06-6910-1550
06-6292-4064
06-6361-1381
06-7896-3850
06-6120-3939
06-6736-5981
050-1059-6506
072-762-1811
0729-88-0113

086-222-5262
086-212-2535
086-222-9487
08-251-2515
086-231-5897
086-235-2626
086-805-2235
086-261-2900
086-728-5558
086-801-3133
086-803-6341
086-261-5300
086-446-5041
086-435-3939
086-430-5590
086-470-5711
0866-92-2100
0868-26-1213

佐賀市
佐賀市
佐賀市
唐津市
唐津市

茨木市
羽曳野市
岸和田市
高槻市
高槻市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
堺市
四条畷市
守口市
寝屋川市
吹田市
吹田市
吹田市
吹田市
吹田市
吹田市
摂津市
摂津市
泉佐野市
泉佐野市
泉佐野市
泉佐野市
泉大津市
泉南市
大阪狭山市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
大阪市
池田市
東大阪市

岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
岡山市
倉敷市
倉敷市
倉敷市
倉敷市
総社市
津山市

海部郡
徳島市
徳島市
板野郡
板野郡

0120-74-7802
088-625-5593
088-624-1933
088‐693‐1121
088-693-0730

綾歌郡
綾歌郡
綾歌郡
丸亀市
高松市
高松市

0877-49-1035
087-876-8765
087-876-1091
0877-21-2511
087-811-3611
087-869-7560

うるま市
うるま市
浦添市
浦添市
宜野湾市
宮古島市
石垣市
中頭郡
中頭郡
那覇市
八重山郡
豊見城市
豊見城市
名護市
名護市

098-974-8660
098-979-0003
098-877-6122
098-942-5595
098-870-9611
0980-75-3851
050-7526-9212
098-936-8500
098-931-1800
098-861-0460
0980-85-7036
098-851-1150
098-891-7050
0980-51-0311
098-052-0062

かほく市
金沢市

076-288-3183
076-243-8818

次号の発行予定日は2016年12月24日です。
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0798-37-0435
0798-63-7340
072-702-9100
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06-6439-3888
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きで、高校時代はバスケットボール部に

東京都
BACK UP
ヴィクトリア羽村店
WILD-１越谷レイクタウン店
Wood Heart Sports
ティップネス新小岩
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ葛飾奥戸店
サイクルステーションハヤシ
ＣＹＣＬＥＳＨＯＰ ＯＨＴＡ
Ｋ
ｉ
ｙｏ Ｍｉ
ＹＡＺＡＷＡ
クライミングジム ROCKLANDS
スポーツオーソリティ葛西店
ティップネス西葛西
ティップネス瑞江
ティップネス小岩
スーパースポーツゼビオ葛西店
T-WALL 錦糸町店
走輪舎
りんりん大島
ヒマラヤ 木場店
スーパースポーツゼビオ豊洲店
ティップネス木場
スポーツデポ 南砂町スナモ店
ワイズロード・赤坂
Protech 六本木店
Protech 白金高輪店
ティンバーランド 青山
ティップネス六本木
WILD-1 デックス東京ビーチ店
クライミングジム「ライノ＆バード」
アワーズ
ランナウト
A&F カントリー 国分寺マルイ店
ティップネス国分寺
ヴィクトリア三鷹店
AIGLE 渋谷本店
Ｊ＆Ｓ恵比寿店
OD BOX 渋谷店
THE NORTH FACE 原宿店
アートスポーツ渋谷店
オッシュマンズ原宿店
なるしまフレンド神宮店
ファンクションジャンクション
nor・buling・kha
HAGLOFS STORE
ミレーストア東京
H PLUS EBISU
ATHLONIA
ICI 石井スポーツ原宿山専
A&F カントリー 渋谷ヒカリエ ShinQs 店
TIP.X TOKYO 渋谷
TAILWIND
GREGORY TOKYO STORE
B&D 渋谷店
ティンバーランド 東急渋谷本店
スポーツデポ 昭島店
A&F カントリー 昭島アウトドアヴィレッジ店
POWER-KIDS 昭島店
ワイズロード・新宿カスタム
オッシュマンズ新宿店
カモシカスポーツ山の店・本店
好日山荘 アウトレット新宿東口店
山の店デナリ
カラファテ
ＩＣＩ石井スポーツ新宿西口店
TIP.X TOKYO 新宿
ティンバーランド 伊勢丹新宿 PC4
ヴィクトリア新宿店
A&F カントリー 新宿本店
GALLERY・２ 新宿アドホック店
ハルクスポーツ
L-Breath 新宿店
エスカラード クライミングジム
アートスポーツ 新宿東口ビックロ店
ティップネス 東新宿
ICI 石井山専新宿東口ビックロ店
ワイズロード新宿本館
フレンド商会阿佐ヶ谷本店
フレンド商会善福寺店
マウントフレンド
メイストーム
シクロオオノ
B-PUMP 荻窪店
ティップネス下井草
好日山荘玉川ガーデンアイランド店
小川輪業
Ｂ
Ｉ
ＫＥ＆ＨＩ
ＫＥ
サイクリングショップツバサ
ＴｈｅＴ
ｒ
ａ
ｉｌ
Ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｅ
ティップネス下北沢
ティップネス明大前
ティップネス喜多見
BEX ISOYA 成城
スポーツコンビニ
上用賀テニスクラブ
ティップネス三軒茶屋
ワイズロード二子玉川店
スーパースポーツゼビオイオンモール日の出店
ティップネス田無
B&D ひばりヶ丘店
SATOH SPORTS
宿坊 駒鳥山荘
2nd hand outdoorgear store maunga
アキバスポーツ「フィールドランド」
L-Breath 御茶ノ水店
ニッピン秋葉原店
さかいやスポーツ ウエア館
さかいやスポーツ パタゴニア & ロック館
さかいやスポーツ モンベルルーム
さかいやスポーツ シューズ館
さかいやスポーツ エコープラザ
ヴィクトリア本店
ティップネス・丸の内スタイル
ＩＣＩ石井スポーツ登山本店
SEV スポーツショールーム
ワイズロード・御茶の水
WARDROBE
viento
L-Breath 御茶ノ水店
ICI 石井スポーツ神田本館
ICI 石井スポーツ大丸東京店
ヴィクトリア加平インター店
フィッテ
ティップネス綾瀬
A&F カントリー 北千住マルイ店
ティンバーランド 北千住マルイ
バイクプラス多摩センター
スポーツオーソリティ多摩センター店
アートスポーツ ＡＮＮＥＸ店
アートスポーツ本店
B&D 上野店
上野Ｃｌ
ａｓ
ｓ
ｉ
ｃ
ＣＹＣＬＥＳ・ＹＯＫＯＯ
B&D 浅草 ROX・3G 店
ワイズロード上野本館
ワイズロード上野アサゾー店
ヴィクトリア蒲田店
ワイズロード環八・R1 号
ラヴィセントラルフィットネスクラブ蒲田
ティップネス蒲田
好日山荘銀座店
バイシクルセオ晴海店
ティップネス中野
R＆T マウンテンプロショップ
B&D 町田店
ティップネス町田
YOU CAN 多摩境
たかだフレンド
H PLUS MACHIDA
ランドローバー町田
ジュエ インドアテニスクラブ
ヴィクトリア町田東急ツインズ店
好日山荘町田店
スーパースポーツゼビオ多摩境店
好日山荘調布パルコ店
ティップネス国領
B&D 調布店
好日山荘 イオンモール東久留米店
ワイズロード東大和店
WILD-１多摩ニュータウン店
ヴィクトリアめじろ台店
B&D 八王子店
ヴィクトリアセレオ八王子店
YOU CAN 八王子
㈱サンダンスアウトドアーズ
The North Face 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ多摩南大沢店
オフハウス八王子大和田店スポーツ館
スポーツデポ ぐりーんうぉーく多摩店
セントラルフィットネスクラブ西台店
ティップネス五反田
サイクルショップセキヤ
スポージアム品川シーサイド店
ワイズロード・府中多摩川
スポーツオーソリティ府中店
スポーツデポ 府中四谷店

所 属していた。でも、う まく なかった。

電話

高松市
高松市
高松市
高松市
高松市
高松市

試 合 に 出 たの は ３ 年 間 で 数 え る ほ ど。

都道府県・所在地

アイボスポーツ
ベースキャンプ高松店
スポーツデポ高松伏石店
ベースキャンプ高松店
スーパースポーツゼビオゆめタウン高松店
スポーツオーソリティ高松店
愛媛県
（有）グルーヴ
ワイズロード松山店
スーパースポーツゼビオエミフル MASAKI 店
サイクルプロショップ オオツカ
ヒマラヤ今治店
スポーツオーソリティ今治新都市店
ヒマラヤ フジグラン川之江店
アウトドアーズコンパス
イシダスポーツ
スポーツデポ 松山谷町店
パルフィールド
ヒマラヤスポーツ松山店
スーパースポーツゼビオ松山問屋町店
T-mountain
スポーツオーソリティ新居浜店
Winds
B-shop OCHI
高知県
小高坂スポーツサイクル
岩と雪パタゴニア・ストア
スポーツデポ高知店
スーパースポーツゼビオ高知インター店
スポーツオーソリティ高知店
ヒマラヤスポーツフジグラン四万十店
福岡県
自転車のシカショ
スポーツデポ 久留米櫛原店
サイクランド シライシ
スーパースポーツゼビオゆめタウン久留米店
FREE RIDE HEAD SHOP
FREE RIDE EAST SHOP
ヒマラヤコスタ行橋店
スポーツステータス宗像店
ヒマラヤくりえいと宗像店
スポーツデポ フォレストシティ春日白水店
スーパースポーツゼビオ春日店
スポーツオーソリティ小郡店
スポーツオーソリティ福岡店
ヒマラヤ福岡新宮店
スポーツオーソリティ大牟田店
スーパースポーツゼビオゆめタウン大牟田店
トレイルランニングショップ スカイトレイル
スポーツデポ大宰府インター店
スーパースポーツゼビオゆめタウン筑紫野店
ヒマラヤイオンモール筑紫野店
スポーツオーソリティ直方
ロゴスアウトレットショップトリアス久山店
好日山荘トリアス店
ヒマラヤ 飯塚店
Mt Gear 大名
THE NORTH FACE キャナルシティー博多店
THE NORTH FACE 福岡店
海面ハウス
シェルパ福岡店
ティンバーランド キャナルシティオーパ
A&F カントリーアウトレット マリノアシティ福岡店
A&F カントリー 福岡店
IBS 石井スポーツ福岡店
好日山荘福岡パルコ店
スポーツデポマリノアシティ福岡店
スポーツオーソリティ福岡伊都店
ラリーグラス大名本店
ラリーグラス長丘店
スポーツデポ 福岡香椎店
スーパースポーツゼビオ福岡木の葉モール橋本店
スーパースポーツゼビオゆめタウン博多店
スーパースポーツゼビオ キャナルシティ博多店
ゼビオスポーツエクスプレス博多マルイ店
Helly Hansen ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多店
Grande Orso
ジン・ジン フクオカ イワイ
ヒマラヤイオンモール福岡伊都店
ティンバーランド 大丸福岡天神
ワイズロード福岡天神店
スポーツオーソリティ福津店
スポーツオーソリティ戸畑店
スポーツオーソリティ若松店
BIKE PIT 庄
スポーツデポスペースワールド駅前店
スポーツデポ 小倉東インター店
スーパースポーツゼビオ イオンタウン黒崎店
スポーツステータス小倉南店
スーパースポーツゼビオ小倉東インター店
ＢＲＯＳＳ
好日山荘アイム小倉店
ヒマラヤ八幡西店
佐賀県
スポーツデポ 佐賀店
スーパースポーツゼビオゆめタウン佐賀店
Base Camp
スポーツデポ 唐津店
スポーツオーソリティ唐津店
長崎県
アウトドアショップ フリーダム
スポーツデポ 佐世保大塔インター店
スーパースポーツゼビオアクロスプラザ佐世保藤原町店
ヒマラヤ佐世保店
スポーツデポ 長崎時津店
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ大村店
THE NORTH FACE アミュプラザ長崎店
アウトドアスポーツ 山の家
山の店ランタン
サイクルロッジタニグチ
ヒマラヤ南長崎店
ヒマラヤ長崎葉山店
ヒマラヤ 諫早店
スポーツデポ 諫早インター店
熊本県
スポーツデポ 宇土店
ヒマラヤスポーツ宇土シティ店
スーパースポーツゼビオ熊本ゆめタウン光の森店
（有）ランドアース
しゃりんかん
スポーツデポ 熊本インター店
スポーツデポ 南熊本店
ボルダー天国
アウトドアーズ峯夢
シェルパ熊本店
スーパースポーツゼビオ熊本本山店
自転車人サイクリスト
ＣＹＣＬＥＳＨＯＰ大藪
スポーツサイクル クシ
体育堂
アウトドアショップ外戸
ヒマラヤ ゆめタウンはません店
好日山荘 熊本パルコ店
スポーツオーソリティ熊本嘉島店
スーパースポーツゼビオゆめタウン八代店
スポーツオーソリティ八代店
宮崎県
スポーツデポ 延岡多々良店
スポーツオーソリティ宮崎
スポーツデポ ニトリモール宮崎店
スーパースポーツゼビオ宮崎店
スーパースポーツゼビオ宮崎花ケ島店
スポーツデポ 都城店
ヒマラヤ都城店
鹿児島県
タラソ奄美の竜宮
山岳太郎ショップ
アウトドアショップ遊働館
ヒマラヤ 薩摩川内店
オツジ スポーツサイクル
ヒマラヤ鹿屋バイパス店
A-Ruku（アルク）
サイクルショップ茶輪子
スポーツデポ スクエアモール鹿児島宇宿店
スポーツデポ フレスポジャングルパーク店
スーパースポーツゼビオ オプシア鹿児島
山の店シェルパ イオンモール鹿児島店
かごしまカヤックス
スポーツオーソリティ鹿児島店
ヒマラヤ出水店
ヒマラヤ 霧島隼人店
スポーツオーソリティ姶良店
沖縄県
スポーツデポ 具志川店
スーパースポーツゼビオうるま店
OUTDOOR SHOP NEOS
ヒマラヤサンエーマチナト店
スーパースポーツゼビオ宜野湾店
スポーツアカデミー宮古島
手漕屋素潜店 ちゅらねしあ
ヒマラヤ 沖縄北谷店
スポーツオーソリティ沖縄ライカム店
スポーツデポ天久店
西表島 アレンジツアー漕屋 KAGUYA
スポーツデポ 豊崎店
Helly Hansen 沖縄アウトレットモールあしびなー店
ヒマラヤ イオン名護店
スポーツデポ 名護店

駆け回るバスケ自体は好きなのに、心か

3 月 26 日発行

店名

06-6743-0330
0729-60-6571
06-6730-6112
072-928-4010
06-6853-3908
06-6862-0648
072-856-9531
072-866-2090
072-866-1439
072-856-6805
072-726-6051
072-723-6123
06-6907-0055
0725-53-2307
0725-51-2970
0725-57-6720

ベンチにいるほうが多かった。コートを

春号

電話

東大阪市
東大阪市
東大阪市
八尾市
豊中市
豊中市
枚方市
枚方市
枚方市
枚方市
箕面市
箕面市
門真市
和泉市
和泉市
和泉市

ら楽しめなかった。だから、大学に入っ
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スポーツデポ 東大阪長田店
スーパースポーツゼビオ東大阪菱江店
ティップネス布施
スーパースポーツゼビオ スポーツタウン久宝寺店
アスリートワールドガナス
サイクルフジオカ
スポーツデポ フォレオ枚方店
ゼビオスポーツ エクスプレスくずはモール店
スーパースポーツゼビオニトリモール枚方店
好日山荘 くずは店
スポーツデポ みのおキューズモール店
シルベストサイクルみのおキューズモール店
ヒマラヤ門真店
スポーツデポ 和泉中央店
スーパースポーツゼビオ ららぽーと和泉店
スポーツオーソリティコムボックス光明池店
兵庫県
Sky High Mountain Works
スポーツオーソリティ伊丹昆陽店
ウィンドアップ
スポーツデポ 加古川別府店
Canoe Shop Holo holo
ヒマラヤ三田店
ヒマラヤ 洲本店
神戸ザック
Sports Bicycle SAKAI
スポーツワールド三宮店
トレックフラッグシップストア神戸
Ｉ
ＢＳ石井スポーツ 神戸三宮駅前店
プラウド
スポーツデポサンシャインワーフ神戸店
スポーツデポ 学園南インター店
スーパースポーツゼビオ神戸学園南インター店
THE NORTH FACE 神戸三田プレミアムアウトレット店
スーパースポーツゼビオ神戸ハーバーランド店
ヤノスポーツ本店
アートスポーツ ダイエー神戸三宮駅前店
好日山荘神戸本店
ワイズロード神戸店
アシーズブリッジ西宮北口店
スポーツオーソリティ西宮今津店
スーパースポーツゼビオららぽーと甲子園店
グンゼスポーツクラブ 西宮
ティンバーランド 阪急西宮ガーデンズ
ＰＲＯＧＲＥＳＳ
フリーズ
タグチスポーツ
TUFFSTUFF
ティップネス塚口
ティップネス武庫之荘
スポーツデポ尼崎下坂部店
スポーツデポ尼崎道意店
ACROSS 瀬戸内カヌースクール
ヒマラヤ イオンタウン姫路店
スポーツオーソリティ姫路大津店
スポーツオーソリティ姫路・リバーシティ店
好日山荘 姫路駅前店
スポーツデポ中山寺駅前店
ティップネス宝塚
スポーツデポ明石大蔵海岸店
好日山荘明石大久保店
奈良県
CORNERS SPORTSAUTHORITY 奈良橿原店
スポーツデポ 奈良橿原店
スーパースポーツゼビオアクロスプラザ橿原店
ヒマラヤ香芝店
CITY ROCK GYM 大和郡山店
好日山荘 ならファミリー近鉄百貨店奈良店
スーパースポーツゼビオ奈良店
和歌山県
ヒマラヤ岩出店
スポーツショップオハナ
アイランドストリーム
スポーツオーソリティ和歌山店
アウトドアショップ エディ
スポーツデポ和歌山店
スーパースポーツゼビオ セントラルシティ和歌山店
タイタンウォールクライミングジム
好日山荘紀三井寺店
鳥取県
スポーツオーソリティ日吉津店
ストリーム
ヒマラヤ鳥取店
スポーツデポ鳥取店
よなご山荘
島根県
フィッシング山陰
ヒマラヤ益田店
スーパースポーツゼビオゆめタウン出雲店
スポーツオーソリティ出雲店
ヒマラヤ出雲店
スポーツデポ松江店
アウトドア菊信
スーパースポーツゼビオ松江東津田店
ヒマラヤ松江店
岡山県
BICYCLE PRO SHOP なかやま
THE NORTH FACE クレド岡山店
Bon Vivant
スポーツデポ岡山伊島店
栄光スポーツ
スーパースポーツゼビオ岡山新保店
ヒマラヤ岡山久米店
ヒマラヤ岡山豊成店
WAVE BIKES 岡山店
好日山荘岡山駅前店
スポーツオーソリティ岡山店
ヒマラヤスポーツ岡山豊浜店
サイクルショップ タケチ
ヒマラヤ 倉敷店
スポーツオーソリティ倉敷店
ヒマラヤ倉敷児島店
サイクルショップ ウェ - ブ
ヒマラヤ津山インター店
広島県
スポーツオーソリティ広島府中店
ヒマラヤ呉駅前店
アシーズブリッジ広島店
ネコモト
スポーツオーソリティ広島店
スポーツオーソリティ広島祇園店
スポーツデポ広島八木店
Helly Hansen 福屋広島駅前店
パワーズ 広島店
RUN+（ランプラス）
スーパースポーツゼビオ広島アルパーク店
スーパースポーツゼビオ広島八木店
ヒマラヤ広島商工センター店
好日山荘 広島ゼロゲート店
ティンバーランド アルパーク
ヒマラヤフジグラン広島店
ヒマラヤスポーツゆめタウンみゆき店
好日山荘＆ＴＥＮＭＡＹＡ広島アルパーク店
ICI 石井スポーツ広島店
ティンバーランド 広島福屋駅前
アートスポーツ 広島店
ヒマラヤ フジグラン三原店
芦田湖オートキャンプ場
スポーツサイクル ウエキ
ヒマラヤ フジグラン東広島店
PADDLE PARK
アシーズブリッジ尾道店
ヒマラヤ尾道店
SETOUCHI Seakayak Adventuras 村上水軍商会
アシーズブリッジ福山店
ヒマラヤスポーツフジグラン神辺店
スポーツデポ福山店
スーパースポーツゼビオ福山店
好日山荘＆TENMAYA 福山店
山口県
山とアウトドアの店ハックルベリー
スーパースポーツゼビオゆめタウン宇部店
ヒマラヤスポーツ フジグラン宇部店
スーパースポーツゼビオゆめモール下関店
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ新下関店
ヒマラヤクロスモール下関長府店
ヒマラヤ フレスタモールカジル岩国店
ヒマラヤスポーツゆめタウン南岩国店
スポーツデポ山口店
ヒマラヤ山口店
ヒマラヤ小郡店
ワンツーサイクル
ヒマラヤイオンタウン周南店
スポーツオーソリティ イオンタウン防府店
サイクリングサロン ヒロシゲ
徳島県
クーランマラン人力旅行社
アウトドアショップ ジョイン
サイクリングショップＴＯＫＵ
スポーツデポ 徳島藍住店
スーパースポーツゼビオゆめタウン徳島店
香川県
グランパース
ロゴスショップ イオン綾川 SC 店
ヒマラヤイオンモール綾川店
スポーツデポ丸亀店
スポーツオーソリティ高松東店
ＢＡＳＥ ＣＡＭＰ ゆめタウン店

たら、自分が頑張ればそれなりの結果が

www.outdoorsports.jp

店名

052-432-3220
052-261-5315
052-848-2780
052-775-8858
052-259-6507
052-804-1590
052-269-1821
052-981-0170
052-811-3741
052-565-1417
052-768-7204
052-361-0123
052-262-6548
052-331-2344
052-760-0028
052-259-6524
052-217-9634
052-879-6810
052-725-7616
052-269-1570
052-665-2081
052-309-7311
052-721-1311
052-624-1160
052-691-6411
052-384-5481
052-323-8441
052-532-3731
052-414-7100
052-505-5771
052-910-1631
052-446-8830
052-973-2780
052-509-5691
052-739-0211
052-629-5701
052-884-7937
052-220-3977

今回、男性読者からのはがきで「運動

フリースタイル通信

電話

名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市
名古屋市

出るスポーツをしたかった。

「オーエスジェイ」アウトドアスポーツジャパン
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ヒマラヤ千音寺店
A&F カントリー ラシック名古屋店
MOOSE 植田本店
NOZOMI CYCLE OPEN HOUSE
THE NORTH FACE 名古屋ラシック店
クライミングジム エイム
好日山荘名古屋栄店
ワタキ商工㈱ニコー製作所販売部
カトーサイクル
駅前アルプス
GUSTY
フクイサイクル
サイクルショップＫＡＷＡＴＡ
ＰＲ
ＩＤＥ ＯＮＥ
Ｇワークス
Helly Hansen 名古屋ラシック店
All Mountain Sports Doing
ＳＷＥＮヒルズウォーク徳重店
スーパースポーツゼビオ名古屋砂田橋店
スーパースポーツゼビオ 名古屋ゼロゲート店
スーパースポーツゼビオ名古屋みなと店
スーパースポーツゼビオ名古屋富田店
スポーツデポ 砂田橋店
スポーツデポ有松インター店
スポーツデポ 名古屋南店
スポーツデポみなと稲永駅前店
スポーツデポ山王店
スポーツデポ 名西店
好日山荘 名古屋駅前店
ティンバーランド mozo ワンダーシティ
ティップネス上飯田
A&F カントリー 名古屋ファッションワン店
IBS 石井スポーツ名古屋店
スポーツオーソリティワンダーシティ店
スポーツオーソリティ守山店
スポーツオーソリティ大高店
スポーツオーソリティ熱田店
ワイズロード名古屋本館
三重県
アルガフォレスト
ヒマラヤ伊勢みそのショッピングセンター店
The North Face 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸｼﾞｬｽﾞﾄﾞﾘｰﾑ長島店
スポーツオーソリティ桑名店
金森サイクル
ラフマミレーアウトレットストア ジャズドリーム長島
スポーツデポ桑名店
スポーツオーソリティイオンタウン四日市泊店
シャモニ
好日山荘四日市店
moderate
ヒマラヤ四日市店
スポーツデポ 四日市日永店
スーパースポーツゼビオ イオンモール四日市北店
スポーツデポ アピタ松阪三雲店
サイクルハウスミヤタ
ヒマラヤ松阪店
YADA CYCLE
スーパースポーツゼビオ津ラッツ店
サイクルステーションＳＫＹ
パドルコースト
中辻自転車商会
カフェクリーム
スポーツデポ 名張店
スポーツオーソリティ鈴鹿店
スーパースポーツゼビオ 鈴鹿ラッツ店
ヒマラヤアクロス鈴鹿店
滋賀県
A&F カントリー 三井アウトレットパーク 滋賀竜王
ヒマラヤ イオン近江八幡店
ヒマラヤ水口店
ヒマラヤピエリ守山
スーパースポーツゼビオ イオンモール草津店
ヒマラヤ草津店
スポーツオーソリティ大津京店
OUTDOOR PRO SHOP あるむ
岩と雪
Helly Hansen 西武大津店
スポーツデポレイクサイドガーデン大津店
好日山荘 大津パルコ店
スポーツデポ彦根松原店
スポーツオーソリティ イオンタウン彦根店
京都府
４１９ ＰＲＥＳＴＯ
スポーツオーソリティ京都桂川店
WILD-１京都宝ヶ池店
クラックス京都
好日山荘 京都店
好日山荘北大路ﾋﾞﾌﾞﾚ店
プロサイクル コセキ
ＫＯＮ’Ｓ ＣＹＣＬＥ
ロッジ京都店
加圧トレーニングスタジオ KOBA
スポーツ館ミツハシ京都烏丸御池本店
プランネール
スーパースポーツゼビオ イオンモール KYOTO 店
ゼビオスポーツエクスプレス 京都ヨドバシ店
ワイズロード京都店
童仙房山荘
ヒマラヤ精華台店
ヒマラヤ ムサシ京都八幡店
ヒマラヤ 福知山店
大阪府
ヒマラヤ茨木店
スポーツデポ 羽曳野西浦店
アウトレット岸和田カンカンベイサイドモール店
スポーツデポ高槻城西店
ティップネス高槻
錦ロイヤル
Cycle Station Speed
コスミッククリエイト
ヒマラヤ堺三国ヶ丘店
スポーツオーソリティ堺鉄砲町店
ヒマラヤ堺インター店
スポーツオーソリティ四条畷店
スーパースポーツゼビオ大阪守口店
ティップネス香里園
クラックス大阪
TOMY WALK
ADVANCED FOOT DESIGN
スーパースポーツゼビオ ららぽーと EXPOCITY 店
Rabbit Street
スポーツオーソリティデュー阪急山田店
Ｋａｍｐｅ
ｒ
ａ
スポーツデポ 摂津鳥飼西店
ヒマラヤいこらも～る泉佐野店
The North Face りんくうプレミアムアウトレット店
スポーツクラブゼオス泉佐野
スポーツデポりんくう店
ヒマラヤ泉大津店
スポーツオーソリティりんくう泉南店
BICYCLE LAND Ｓａｋａ
ｔ
ａｎ
ｉ
CITY ROCK GYM 大阪店
ウエムラサイクルパーツ
スクアドラ
好日山荘なんば店
スポーツタカハシ
ティップネス京橋
ティップネス梅田
ティップネス天王寺
A&F カントリー 東急ハンズ梅田店
A&F カントリー なんばパークス店
A&F カントリー ALBi 大阪店
A&F カントリー E-ma 店
IBS 石井スポーツ大阪本店
パンプ大阪店
ラビットストリート
レベルテン クライミングクラブ
山とスキーのヨシミ
松本サイクル
ＴＯＭＯＤＡ ＣＹＣＬＥ
シルベストサイクル梅田店
ロッジ大阪駅前第４ビル登山店
Ｖ
ｉ
ａＣｙｃ
ｌ
ｅＶ
ｉ
ｌ
ｌ
ａｇｅ
サイクルショップ・カンザキ上新庄店
アスリートカンパニー
RUN － WALK Style
ミレーストア大阪
ロゴスアウトレットショップ ATC 店
スポーツエイド運動屋
好日山荘 グランフロント大阪店
mt.cafe
ワイズロード大阪
トレックストア大阪
UTILITY
スポーツデポ住之江店
スポーツデポ天王寺店
スポーツデポ新大阪店
好日山荘 近鉄あべのハルカス店
スーパースポーツゼビオなんばパークス店
スーパースポーツゼビオもりのみやキューズモール店
スーパースポーツゼビオ ヨドバシ梅田店
阪急百貨店 うめだ本店 8Ｆ イングス
アスリートショップたかやん
BECK ON
あひるの森
Outdoor Base SOTOASO
ティップネス石橋
Cycle Life Shop KOG

美しい写真と興味深い記事」というのが

029-851-2108
029-839-5151
029-875-8848
029-879-5815
029-850-1265
029-868-7161
029-839-2091
029-838-5655
029-200-2030
029-264-2003
0296-30-0670
0296-78-9117
029-873-3781
0297-45-4227
0297-46-4700
029-227-2345
029-248-5571
029-231-8848
029-254-8501
029-291-8083
029-227-3767
029-305-5712
029-259-1595
029-821-1147
029-827-3322
029-843-6610
029-835-5013
029-291-1761
0294-54-0022
0294-33-0468
0294-36-1270
0294-26-7181

店名

076-266-1770
076-225-2505
076-268-6000
076-292-8020
0761-58-0290
0761-22-0652
076-294-3110
076-274-6755
076-274-9635

音痴の私を奮い立たせてくれるОＳＪの

つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
つくば市
ひたちなか市
ひたちなか市
下妻市
笠間市
牛久市
守谷市
守谷市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
水戸市
土浦市
土浦市
土浦市
土浦市
東茨城郡
日立市
日立市
日立市
日立市

電話

金沢市
金沢市
金沢市
金沢市
小松市
小松市
石川郡
白山市
白山市

あった。でも、私が思うに、走ることに

0246-25-4993
0246-28-3939
0242-29-3666
0242-22-3839
0242-26-2422
024-958-6401
024-931-5180
024-923-2739
024-941-7181
024-932-6977
024-934-9710
0248-63-7511
0248-23-4223
0248-23-2011
024-545-3399
024-555-1240
024-545-9505

0476-47-4661
0476-48-1200
0476-40-6112
047-316-8111
04-7092-0478
0439-37-3738
0439-52-2256
043-461-7756
043-460-0525
043-424-0291
0436-22-2311
0436-76-0010
047-393-5281
047-307-6231
047-470-8090
047-478-7802
047-403-2111
047-453-0522
047-374-5011
047-710-3552
047-367-4451
047-389-8971
0476-20-6001
0476-23-8811
0476-20-2155
0476-24-5411
043-226-9901
043-209-5121
043-275-6661
043-202-2050
043-239-7370
043-271-6544
043-296-1710
043-203-1061
043-209-2777
043-216-1650
043-301-2380
0474-31-4946
047-425-7333
047-402-2590
047-437-6488
047-403-1333
047-410-1131
047-402-6681
0475-35-3333
04-7134-7612
04-7164-7272
04-7160-6200
04-7137-6033
04-7192-3671
04-7193-6888
047-480-0121
047-407-0158
047-405-6820
0475-22-0250
0438-22-3169

都道府県・所在地

スポーツデポ金沢鞍月店
スーパースポーツゼビオ アピタタウン金沢ベイ店
フィットネスクラブ エイム ムーンフォート
好日山荘金沢西インター大通り店
スポーツオーソリティ新小松店
ウィルワークス
ヴィテンののいち
スーパースポーツゼビオフェアモール松任店
スポーツオーソリティ松任店
福井県
ヒマラヤ越前店
サイクルスポーツショップ STEP-1
BYCYCLE SHOP ついんず
スキージャム勝山
スポーツデポ福井大和田店
スーパースポーツゼビオフェアモール福井大和田店
ロックスケイプ
好日山荘福井北四ツ居店
山梨県
アウティングプロダクツ エルク
ＩＣＩ石井スポーツ甲府店
スポーツデポ 甲府店
スポーツデポ 甲府昭和インター店
モンテラック
スポーツデポ フォレストモール富士河口湖店
長野県
A&F カントリー 安曇野店
Kei's ファクトリー
三沢自転車商会
ペンション カントリーワーク
スーパースポーツゼビオ佐久平店
スポーツデポ 佐久北インター店
カモシカスポーツ山の店 松本店
サニーサイト
じてんしゃのみせ 道 [ タオ ]
ＩＣＩ石井スポーツ松本店
好日山荘 松本パルコ店
スーパースポーツゼビオ松本芳川店
スポーツデポ南松本店
スーパースポーツゼビオ アリオ上田店
チノサイクル
スーパースポーツゼビオ諏訪店
信州トレイルマウンテン
小鳥の森
森の宿めるへん
クライミングセンター ARTWALL
ＩＣＩ石井スポーツ長野店
クライミングジム ＨＡＮＧ ＤＯＧ
スーパースポーツゼビオ長野南高田店
スポーツデポ長野店
Helly Hansen 松本 iCITY21 店
まだらお高原「山の家」
なべくら高原「森の家」
スーパースポーツゼビオ飯田鼎店
GOOD COLOR
（有）白馬ヤマトヤ
H PLUS HAKUBA
好日山荘 白馬店
The North Face アウトレット軽井沢店
岐阜県
TOMOS
ヒマラヤ ラスパ御嵩店
好日山荘 イオンモール各務ヶ原店
オギウエサイクル
各務原インター店
スポーツオーソリティ各務原店
ティンバーランド イオンモール各務原店
ヒマラヤスポーツマーゴ関店
楽山荘
ヒマラヤ本館
スポーツデポ岐阜県庁前店
スーパースポーツゼビオ カラフルタウン岐阜店
BIKES KUROSAWA
スポーツオーソリティ岐阜マーサ２１店
KONG
高山シーズン館
ヒマラヤ高山店
BIKE EIGHT
ヒマラヤ 多治見店
スポーツオーソリティ大垣南店
スポーツオーソリティイオンタウン大垣店
ヒマラヤ大垣店
ヒマラヤクロスガーデン中津川店
Helly Hansen 土岐プレミアムアウトレット店
ヒマラヤモレラ岐阜店
静岡県
ホテルラフォーレ修善寺 スポーツセンター
カヤックリゾート南伊豆ワンダフルワールド
西伊豆コースタルカヤックス
サイクルランド ちゃりんこ
The North Face 御殿場プレミアムアウトレット店
ＣＹＣＬＥ Ｋ
ＩＤＳ
SWEN 三島店
SPOPIA シラトリ黄瀬川店
スポーツデポ沼津店
BICI OKADAMAN
石川サイクル
サイクルスポーツ館シントミ
SWEN 清水店
スポーツショップ アラジン清水店
スポーツショップ アラジン静岡店
スポーツデポ マークイズ静岡店
好日山荘静岡パルコ店
ヒマラヤアピタ島田店
ティップネス藤枝
クリークサウンド
スーパースポーツゼビオららぽーと磐田店
スポーツデポ イオンタウン磐田店
イチヤサイクルセンター
シクロサロンとつか
スクエアクライミングセンター浜松店
ロッジ浜松
サイクルポップ
SWEN 浜松店
SWEN 浜松市野店
スポーツオーソリティ浜松志都呂店
スーパースポーツゼビオ浜松宮竹店
スポーツデポ プレ葉ウォーク浜北店
ヒマラヤイオンモール浜松市野店
ティップネス浜松葵東
好日山荘浜松メイワン店
ATC STORE
SWEN 富士店
スポーツデポ 富士南店
愛知県
ＦｕｎＢ
ｉ
ｋｅｓＫＡＺＥ
スーパースポーツゼビオザ・モール安城店
LEGGERO
山の店「ポカラ」
サイクルショップポパイ
スポーツデポ 一宮店
スポーツオーソリティ木曽川店
ヒマラヤ アピタ稲沢店
サイクルギャラリーとらいあんぐる
ヒマラヤ岡崎店
スーパースポーツゼビオ岡崎インター店
スポーツオーソリティ岡崎店
サイクルプロショップ りんきち
スポーツデポ 蟹江店
ＲＡ
ＩＮＢＯＷ・三河湾シーカヤックスクール
ヒマラヤスポーツ＆ゴルフ蒲郡店
サイクルぴっとイノウエ刈谷店
穂高
ティップネス江南
スポーツオーソリティ三好店
One On One
ヒマラヤ春日井店
好日山荘春日井店
カミハギサイクル小牧本店
スポーツデポ小牧店
ティンバーランド イオンモール常滑
スポーツオーソリティ常滑店
AMS M-Assist
人力車
ＳＷＥＮ エアポートウォーク名古屋店
スポーツデポ 西尾店
スポーツデポ東浦店
スポーツオーソリティ東浦店
ヒマラヤピアゴ ラ フーズコア長久手南店
ヤマシゲサイクル
ヒマラヤ東海店
ヒマラヤ半田店
ユーロードバイシクル
ドバッツライノハウス
Ｂ
Ｉ
ＫＥＴ
Ｉ
ＰＳ
カントリーモーニング
ヒマラヤ豊橋店
石川サイクル
Ｈｏ
ｔ
ｇｅａ
ｒ
登山専門店モンタニア
CLIMBING PARK CACTUS
スーパースポーツゼビオ豊橋向山店
スポーツデポ 豊橋店
スポーツデポ 豊川店
ヒマラヤ豊田店
Laughing Company
スーパースポーツゼビオ豊田東新店
クライミングジムモンク

うな気がする。周りのランナーを見ても、

いわき市
いわき市
会津若松市
会津若松市
会津若松市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
郡山市
須賀川市
白河市
白河市
福島市
福島市
福島市

印西市
印西市
印西市
浦安市
鴨川市
君津市
君津市
佐倉市
佐倉市
四街道市
市原市
市原市
市川市
市川市
習志野市
習志野市
習志野市
習志野市
松戸市
松戸市
松戸市
松戸市
成田市
成田市
成田市
成田市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
千葉市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
船橋市
長生郡
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
柏市
八千代市
八千代市
八千代市
茂原市
木更津市

店名

042-590-1041
0422-28-7788
0422-40-5581
0422-23-7740
0422-43-3531
0422-20-7566
0422-23-6701
0422-70-5361
0422-27-1231
03-5802-2273
03-5992-2255
03-5960-3722
03-5985-0831
03-5949-5949
03-3984-4211
03-3956-4314
03-5985-0831
03-5957-3811

関しては、運動神経は大して関係ないよ

023-681-2751
023-647-3788
023-645-1888
023-681-0145
0234-22-0921
023-656-8290
023-653-8864
0235-68-0211
0238-24-4682

電話

武蔵村山市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
文京区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
豊島区
北区
墨田区
墨田区
墨田区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
目黒区
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
立川市
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区
練馬区

ういないし、かえって運動と縁のなかっ

山形市
山形市
山形市
山形市
酒田市
天童市
天童市
東田川郡
米沢市

都道府県・所在地

ヴィクトリアｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山店
オッシュマンズ吉祥寺店
B&D 吉祥寺店
ICI 石井スポーツ吉祥寺店
ティップネス吉祥寺
OMINO WAYS
L-Breath 吉祥寺店
ゼビオスポーツエクスプレス丸井吉祥寺店
アートスポーツ 吉祥寺店
T-WALL 江戸川橋店
ティップネス池袋
A&F カントリー 池袋マルイ店
ヴィクトリア池袋西口店
ひだまり山荘池袋店
池袋秀山荘
Ｍ．Ｄ．Ｓ
L-Breath 池袋西口店
ヴィクトリアスポーツモール池袋東口店
ティンバーランド 東武百貨店池袋店
好日山荘池袋西口店
ワイズロード池袋店
スポーツオーソリティビーンズ赤羽店
寺田商会
B&D 錦糸町店
スーパースポーツゼビオ オリナス錦糸町店
ＳＯＳ自由が丘店
Protech 中目黒店
Ｓｕｐｅ
ｒＮＯＶＡ
バンブーシュート
ブルーアース 21 都立大
タクトスキーラボ
ジャイアントストア目黒通り
スポージアム碑文谷
B&D 立川店
ティンバーランド ららぽーと立川立飛
ＩＣＩ石井スポーツ立川店
トライアスロンショップ鉄人
なるしまフレンド立川店
好日山荘 立川店
スーパースポーツゼビオららぽーと立川立飛店
ヴィクトリア光が丘店
ティップネス東武練馬
ティップネス大泉学園
プロショップタカムラ製作所
ティップネス氷川台
ティップネス練馬
神奈川県
コア アウトフィッターズ
湘南シーカヤックアイランド
好日山荘さいかや横須賀店
シャロウ・リーフ WSF
スーパースポーツゼビオ ヴィスポ横須賀店
スポーツオーソリティ港南センター南店アウトドアスタイル
スポーツオーソリティ港 MARK IS みなとみらい店
カモシカスポーツ山の店・横浜店
サウスウィンド
セカンドウィンド
好日山荘横浜西口店
相模サイクル
Ｂ
ｉ
ｋｅＳｈｏｐＲＵＮ
クライミングジムＢ
ＩＧ ＲＯＣＫ
The North Faceららぽーと横浜店
バイクプラス港北
Helly Hansen 三井ｱｳﾄﾚｯﾄﾊﾟｰｸ横浜ﾍﾞｲｻｲﾄ店
GALLERY・２ 港南台バーズ店
GALLERY・２ 港北店
L-Breath 横浜ワールドポーターズ店
L-Breathトレッサ横浜店
エヌズネクサス
B&D あざみ野店
B&D 横浜桜木町店
ヒマラヤサクラス戸塚店
ヴィクトリアオーロラモール東戸塚店
ティップネス鴨居
ティップネス横浜
ティップネス戸塚
ティップネス二俣川
A&F カントリー マルイシティ横浜店
A&F カントリー モザイクモール港北店
A&F カントリー 港北センター南店
B&D 店青葉台店
ICI 石井スポーツ横浜店
ティンバーランド MARK IS みなとみらい店
ティンバーランド 東急たまプラーザ
ティンバーランド 京急百貨店上大岡店
ティンバーランド モザイクモール港北店
スポーツオーソリティ港北ニュータウン店
スポーツオーソリティ上大岡店
スーパースポーツゼビオららぽーと横浜店
スーパースポーツゼビオ港北ノースポート・モール店
スーパースポーツゼビオトレッサ横浜店
スーパースポーツゼビオ横浜みなとみらいクイーンズイースト店
スポーツデポ 港北みなも店
ワイズロード横浜店
GALLERY・２ 海老名店
A&F カントリー ららぽーと海老名店
カトーカヌーイングスクール
OSJ 湘南クラブハウス
B&D 店大船店
ワイズロード茅ヶ崎
WILD-１厚木店
B&D 本厚木店
スポーツデポ 厚木下荻野店
しーかやっくうみうし
葉山シークラブ
パドリングウルフ
モーターワークスカンパニー
スポーツデポ 小田原店
スポーツオーソリティ秦野店
セントラルフィットネスクラブ溝ノ口
B&D 川崎店
ティップネス宮崎台
ティップネス新百合ヶ丘
The North Face ラゾーナ川崎店
bike room sin
好日山荘 川崎ダイス店
スーパースポーツゼビオ川崎ルフロン店
ティップネス宮前平
A&F カントリー マルイファミリー溝口店
B&D 武蔵小杉店
スポーツデポ川崎店
スポーツオーソリティ西橋本店
クライミングパークストーンマジック
ちばサイクル コンセプトストア
スーパースポーツゼビオ アリオ橋本店
スポーツデポ 相模原店
スポーツオーソリティつきみ野店
クライミングジム NOSE
クライミングジム ジェイウォール
好日山荘さいや屋藤沢店
ヴィクトリア湘南台店
ティンバーランド テラスモール湘南
ティップネス藤沢
B&D 藤沢北口店
関水スポーツ
スーパースポーツゼビオ テラスモール湘南店
スポーツデポ 平塚田村店
新潟県
スポーツデポ 燕三条店
スーパースポーツゼビオ燕三条店
スポーツサイクルショップ サカモト
ウエスト三条店
スポーツデポ上越店
スーパースポーツゼビオ上越店
ステップスポーツ新潟店
スポーツデポ 新潟黒埼インター店
THE NORTH FACE 新潟ビルボードプレイス店
アウトスポットマーキー
スポーツデポ新潟河渡店
スーパースポーツゼビオ アピタ新潟西店
クライミングジム ＣＡＭＰ４
スーパースポーツゼビオ新潟桜木ＩＣ店
スーパースポーツゼビオ新潟亀田店
ゼビオスポーツ エクスプレス新潟駅店
好日山荘新潟亀田店
フィッツロイ
スポーツオーソリティ新潟南店
ＩＣＩ石井スポーツ新潟店
スーパースポーツゼビオ新発田店
サイクルショップ２７
ポッポ自転車店
スポーツデポ 長岡古正寺店
スーパースポーツゼビオ長岡店
スーパースポーツゼビオ長岡リバーサイド千秋店
ヒマラヤ長岡店
ヒマラヤスポーツ長岡店別館
パーマーク
ICI 石井スポーツ長岡店
ヒマラヤ柏崎店
富山県
スポーツサイクル フタツカ
スポーツオーソリティ高岡店
スポーツオーソリティとなみ店
BRIDLER
スポーツデポファボーレ婦中店
スーパースポーツゼビオ富山蜷川店
スーパースポーツゼビオアピタ富山東店
好日山荘マリエ富山店
チロル
石川県
ヒマラヤイオンモールかほく店
スポーツデポ 金沢大桑店

特別、運動神経が良さそうな人はそうそ

0184-43-3278
0182-36-2553
018-833-2817
018-892-7531
018-863-8001
018-867-0201
018-892-7291
0187-66-3727

048-764-9701
048-838-1850
048-883-7077
048-851-6920
048-812-1564
048-650-7455
048-815-8000
048-641-5335
048-622-1731
048-641-5707
048-611-8455
048-650-8750
048-783-2710
049-269-6863
049-261-4623
048-560-1113
048-970-6334
048-990-3391
048-990-1340
048-988-6571
048-990-3316
048-967-5041
0480-21-0327
0480-57-1056
0480-26-1533
0429-00-0361
048-527-5855
048-599-0622
048-698-4650
048-449-7130
048-449-5179
048-553-6301
048-577-5377
048-471-0069
0495-35-0180
048-718-0131
048-761-6637
042-996-3556
04-2998-4649
048-778-1122
048-780-1220
048-778-1122
048-480-4155
049-230-3671
049-224-3446
049-246-2761
049-226-6751
049-293-3643
049-222-0509
048-263-5160
048-242-0381
048-929-1231
048-464-1188
0493-31-0075
0480-87-2025
04-2960-3131
04-2902-5062
04-2901-1800
04-2937-4011
042-974-1988
042-974-4490
049-255-6001
049-275-1315
048-592-2011
048-543-7551
0495-24-6450
048-447-8123

店名

0438-30-7081
0438-41-6715
04-7124-6491
04-7126-1170
04-7128-1101
04-7158-3196
04-7150-7311

た人のほうが多いように思う。

にかほ市
横手市
秋田市
秋田市
秋田市
秋田市
秋田市
大仙市

さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
さいたま市
ふじみ野市
ふじみ野市
羽生市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
越谷市
久喜市
久喜市
久喜市
狭山市
熊谷市
熊谷市
熊谷市
戸田市
戸田市
行田市
行田市
志木市
児玉郡
春日部市
春日部市
所沢市
所沢市
上尾市
上尾市
上尾市
新座市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川越市
川口市
川口市
草加市
朝霞市
東松山市
南埼玉郡
入間市
入間市
入間市
入間市
飯能市
飯能市
富士見市
富士見市
北本市
北本市
本庄市
蕨市

電話

木更津市
木更津市
野田市
野田市
野田市
流山市
流山市

年を取っていようと、子どもであろうと、

022-349-1151
0225-21-5750
022-258-5556
022-776-3981
022-266-8770
022-371-7611
022-254-8780
022-267-3563
022-216-1015
022-308-9888
022-748-0850
022-371-9139
022-303-2381
022-288-2058
022-243-5454
022-252-9750
022-223-1618
022-388-6342
022-275-8411
022-713-7257
022-224-7748
022-796-9127
022-796-8871
022-725-2567
022-368-9316
0229-27-2356
022-383-1851
022-381-1251

0270-23-9080
0270-20-7171
0270-21-8025
0270-22-3300
0270-30-7800
0277-44-7324
0277-70-6300
027-363-7511
027-363-8161
027-327-8363
027-361-4050
027-365-4801
027-363-2221
027-387-0098
027-252-8863
027-267-0660
0276-60-2651
0276-30-6070
0276-47-8230
0276-46-8825
0279-54-1611
0278-72-1372

都道府県・所在地

“運動神経が良かろうと、悪かろうと、

宮城郡
石巻市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
仙台市
多賀城市
大崎市
名取市
名取市

伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
伊勢崎市
桐生市
桐生市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
高崎市
前橋市
前橋市
太田市
太田市
太田市
太田市
北群馬郡
利根郡

店名
スポーツオーソリティ木更津店
スポーツデポ 木更津金田店
輪工房
スポーツオーソリティ野田店
スポーツデポ 野田船形店
Sports Cycle Shop Swacchi
スポーツデポ 南流山店

うと、体を動かす喜びに変わりはない”

0191-25-5270
0191-31-2025
0197-23-4139
0198-23-4272
0193-31-3286
0193-71-2345
0193-62-0766
019-672-1500
019-637-2221
019-622-5595
019-626-2122
019-605-3666
019-656-4666
019-635-7716
0195-78-2897

028-633-1182
028-689-0195
028-653-5454
028-600-8266
028-637-1521
028-633-0039
028-633-4082
028-657-6167
028-650-2364
028-678-2940
028-650-0730
028-621-4941
028-616-1851
028-689-0045
028-643-6011
028-689-7401
028-639-9650
0283-24-5516
0283-22-1411
0283-27-2461
0285-27-8400
0285-28-3261
0285-24-8101
0284-73-7141
0284-41-5551
0283-23-7003
0287-37-8811
0287-74-3134
0287-67-2252
0287-60-1113
0287-64-4671
0287-74-2405
0288-78-1177

大食漢であろうと、ダイエッターであろ

一関市
一関市
奥州市
花巻市
釜石市
宮古市
宮古市
紫波郡紫波町
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
盛岡市
八幡平市

電話

宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
宇都宮市
佐野市
佐野市
佐野市
小山市
小山市
小山市
足利市
足利市
栃木市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
那須塩原市
日光市

これは、私 がランニングを 始 めたころ、

0173-27-5260
0173-38-6700
0172-32-3780
0172-27-4439
0178-50-5005
017-765-3918
017-762-1755
017-783-4860
0178-24-6242
0178-47-0801

都道府県・所在地

飲料のＣＭ。ランニングに対するモチベー

つがる市
五所川原市
弘前市
弘前市
上北郡
青森市
青森市
青森市
八戸市
八戸市

栃木県
WILD-１宇都宮駅東店
アンタレスじてんしゃの杜
ロストキャニオン
ＳＵＮＣＵＬ
関東自転車
サイクルショップ ワダ
ツナカワサイクル
The North Face ＋ IPS スタジアム店
The North Face/Helly Hansen 福田屋宇都宮店
好日山荘 宇都宮パルコ店
B&D 宇都宮店
ティンバーランド 福田屋宇都宮
ゼビオスポーツ エクスプレス ララスクエア宇都宮店
スーパースポーツゼビオ宇都宮石井店
スーパースポーツゼビオ宇都宮細谷店
スポーツデポベルモール宇都宮店
ＩＣＩ石井スポーツ宇都宮今泉店
サイクルショップ FUN
油屋サイクル
スポーツオーソリティ佐野新都市店
WILD-１小山店
スーパースポーツゼビオ小山店
スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店
スーパースポーツゼビオ足利店
スポーツデポ アシコタウン足利店
スポーツデポベルモール栃木店
WILD-１西那須野店
宮塚英也スポーツ研究所
ロゴスショップ 那須ガーデンアウトレット店
くろいそ運動場
ハイディア BIKE ショップ
LUNETTES
Nature Planet
群馬県
POWER-KIDS 伊勢崎店
WILD-１伊勢崎店
山とスキーの店石井 ドリームボックス
ヒマラヤ伊勢崎店
スーパースポーツゼビオ スマーク伊勢崎店
ベースキャンプ
ヒマラヤ マーケットシティ桐生店
WILD-１高崎店
CYCLE YOSHIDA 高崎店
B&D 高崎店
ＩＣＩ石井スポーツ高崎前橋店
ヒマラヤ高崎店
スポーツデポ高崎店
POWER-KIDS 高崎店
ウォールストリート
スポーツデポガーデン前橋店
ティップネス太田
ＩＣＩ石井スポーツ太田店
スポーツオーソリティ太田店
スポーツデポ パワーモールおおた店
スポーツデポ 前橋吉岡店
カッパクラブ
埼玉県
好日山荘浦和パルコ店
エナジークライミングジム
スポーツバイクファクトリー北浦和スズキ
スポーツオーソリティ与野店
スポーツオーソリティ浦和美園店
スーパースポーツゼビオさいたま新都心コクーンシティ店
スーパースポーツゼビオ ビバモールさいたま新都心店
B&D 大宮店
ヴィクトリア大宮店
ＩＣＩ石井スポーツ大宮店
B&D 浦和パルコ店
ワイズロード大宮店
好日山荘大宮店
WILD-１ふじみ野店
サイクルファクトリーアライ
スポーツオーソリティ羽生店
ミストラルクライミングジム
ヴィクトリアスポーツモール越谷イオンレイクタウン店
スポーツオーソリティ越谷レイクタウン店
B&D 越谷店
ICI 石井スポーツ越谷レイクタウン店
ワイズロード越谷店
シクロタカハシ
スーパースポーツゼビオアリオ鷲宮店
ティップネス久喜
スポーツオーソリティ狭山店
スポーツオーソリティ熊谷店
B&D 熊谷店
POWER-KIDS 熊谷店
パワーズ さいたま店
スポーツオーソリティ北戸田店
スポーツデポ 行田持田インター店
サイクルワークス オオタキ
ワイズロード志木店
ヒマラヤ ウニクス上里店
スポーツオーソリティ春日部店
B&D 春日部店
B&D 所沢店
ヴィクトリア所沢店
ヒマラヤスポーツアベニュー上尾店
スーパースポーツゼビオアリオ上尾店
B&D 上尾店
ヒマラヤ新座店
スポーツオーソリティ川越南古谷店
レーシングスポーツフジタ
B&D 川越店
ICI 石井スポーツ川越店
over-do
Ｋａｎ
ｉ
ｙａ・スポーツグラスセクション
スポーツオーソリティ川口店
ティップネス川口
ティップネス草加
スポーツ館カネコイングス
スーパースポーツゼビオ ピオニウォーク東松山店
ヒマラヤ モラージュ菖蒲店
WILD-１入間店
A&F カントリーアウトレット三井アウトレットパーク入間店
ティップネス武蔵藤沢
ワイズロード入間店
ひだまり山荘飯能店
サイクルハウスＭＩ
ＫＡＭＩ
ティンバーランド ららぽーと富士見
スーパースポーツゼビオ埼玉ららぽーと富士見店
cicli HIDE
スポーツデポ北本店
じてんしゃ村 17 号店
スーパースポーツゼビオ蕨錦町店
千葉県
スポーツデポ千葉ニュータウン店
ヒマラヤイオンモール千葉ニュータウン店
WILD-1 印西ビッグホップ店
スーパースポーツゼビオ新浦安店
ZEN
カレントスタジオ
サイクルスポーツ京都
タキサイクル
スポーツオーソリティイオンタウンユーカリが丘店
サイクルショップりんぐ
スポーツデポ 市原五井店
ヒマラヤユニモちはら台
スポーツデポショップス市川店
ティップネス南行徳
ＹＯＳＨＩ
Ｋ
Ｉ
＆Ｐ２
B&D 津田沼店
スポーツオーソリティ津田沼店
スポーツデポ新習志野駅前店
スポーツオーソリティ松戸店
好日山荘 伊勢丹松戸店
B&D 松戸店
ヴィクトリア松戸八柱店店
スポーツオーソリティホンベルタ成田店
スポーツオーソリティ成田店
スーパースポーツゼビオ成田店
スポーツデポ成田美郷台店
ヴィクトリアおゆみ野店
ティップネス蘇我
A&F カントリー三井アウトレットパーク幕張店
B&D 千葉店
サイクルハウス ジロ
サイクルショップ ミズタニ
スポーツオーソリティ幕張新都心店
スーパースポーツゼビオ千葉美浜ニューポート店
スーパースポーツゼビオアリオ蘇我店
スポーツデポ ワンズモール千葉長沼店
好日山荘千葉パルコ店
船橋ロッキー
ティップネス船橋
好日山荘 ららぽーと TOKYO-BAY 店
スポーツオーソリティ船橋店
ヒマラヤ船橋習志野店
スーパースポーツゼビオららぽーとイースト店
ワイズロード船橋店
日本エアロビクスセンター
オッティモ
B&D 柏店
スーパースポーツゼビオかしわ沼南 WOOWCITY 店
スーパースポーツゼビオモラージュ柏店
スポーツデポ 柏沼南店
ティンバーランド セブンパークアリオ柏
スポーツオーソリティ八千代緑が丘店
Climbing Spot Eight
スーパースポーツゼビオフルルガーデン八千代店
スポーツデポ 茂原店
カヤギサイクル

軽快な音楽とともに流れていたスポーツ

0166-61-1930
0166-59-5801
0166-51-0532
0166-46-0717
0166-47-2073
0136-23-2093
0126-20-0150
0154-37-5561
0154-36-8388
011-887-3370
011-219-1477
011-251-2272
011-281-6180
011-522-5513
011-210-0226
011-802-2666
011-532-3232
011-207-4131
011-281-6213
011-817-5001
011-621-0501
011-272-1811
011-860-1111
011-726-1235
011-789-6020
011-790-1575
011-207-4132
011-726-2288
011-281-6270
011-207-5045
011-676-8360
011-281-5699
011-231-4636
011-743-9211
011-859-6670
011-721-1565
011-665-5778
011-665-6140
011-771-4501
011-899-3771
0143-41-6333
0134-21-5048
0123-24-7254
0155-47-8150
0155-22-3411
0155-23-7101
0155-38-5220
0125-23-6767
0144-53-5755
0144-52-0588
0138-31-5339
0138-40-0258
0157-24-6980
0157-26-3115
011-377-1477

ブで見て、初心を思い出す。

電話

旭川市
旭川市
旭川市
旭川市
旭川市
虻田郡
岩見沢市
釧路郡
釧路郡
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
札幌市
室蘭市
小樽市
千歳市
帯広市
帯広市
帯広市
帯広市
滝川市
苫小牧市
苫小牧市
函館市
函館市
北見市
北見市
北広島市

ションが下がると、このＣＭをユーチュー

都道府県・所在地

私がワンダーフォーゲル部に入るきっかけとなった雑 誌
」
。 夏になると 発 行される「 夏 山ＪＯＹ」は
「 Outdoor
自由な山歩きが提唱されていて、むさぼり読んだ。

北海道
秀岳荘旭川店
スポーツオーソリティ旭川西店
吉田輪業スポーツ商会
スーパースポーツゼビオ旭川永山店
スポーツデポ 旭川永山店
NAC ニセコアドベンチャーセンター
スポーツデポ岩見沢店
スーパースポーツゼビオ釧路店
スポーツデポ釧路店
スポーツオーソリティ札幌平岡店
ラフマ・ミレーストア サッポロファクトリー店
H PLUS サッポロファクトリー店
Helly Hansen 札幌 IKEUCHI 店
好日山荘 サッポロファクトリー店
ティンバーランド IKEUCHI
スーパースポーツゼビオ新さっぽろ店
DE CYCLO PEDALI
THE NORTH FACE サッポロファクトリー店
THE NORTH FACE 札幌池内店
クライミングジム レインボークリフ
サイクル小野サッポロ
サイクルショップナカムラ SAPPORO
秀岳荘 白石店
秀岳荘 本店
スポーツオーソリティ札幌苗穂店
札幌じてんしゃ本舗
Helly Hansen ｻｯﾎﾟﾛﾌｧｸﾄﾘｰ店
ICI 石井スポーツ札幌店
A&F カントリー IKEUCHI 店
A&F カントリー 札幌店
ＩCI 石井スポーツ宮の沢店
H PLUS 札幌 IKEUCHI 店
ニッセンスポーツ
スーパースポーツゼビオアリオ札幌店
スーパースポーツゼビオド－ム札幌月寒店
スポーツデポ光星店
スーパースポーツゼビオ新発寒店
スポーツデポ 宮の沢店
スーパースポーツゼビオ札幌太平店
スポーツデポ 厚別東店
スーパースポーツゼビオ モルエ室蘭中島店
ウエザーステーション小樽店
スポーツスウェット
スポーツデポ 帯広店
カクイチ・ヴェロ SPORT 大通店
鎌田輪業
スーパースポーツゼビオ帯広いっきゅう店
スーパースポーツゼビオ滝川店
スーパースポーツゼビオ苫小牧柳町店
スポーツオーソリティ苫小牧
自然倶楽部
スーパースポーツゼビオ函館昭和タウンプラザ店
スポーツデポ 北見店
スーパースポーツゼビオ北見店
スポーツデポ大曲店
青森
スポーツオーソリティつがる柏店
スーパースポーツゼビオ 五所川原エルム
サイクルハウスさいとう
スーパースポーツゼビオ弘前店
スポーツオーソリティ下田店
キィウイ＆ＡＴＣスポーツ
スーパースポーツゼビオ青森中央店
スポーツデポ青森店
グリーンハウス八戸店
スーパースポーツゼビオピアドゥ八戸店
岩手県
ゼビオスポーツ一関店
スポーツデポ 一関中里店
水沢スポーツクラブ
ゼビオスポーツ花巻店
スポーツオーソリティ イオンタウン釜石店
Sea-son（シーズン）
すがのサイクル
スーパースポーツゼビオ紫波店
サイクルミノル
佐々宗輪店中央店
ＩＣＩ石井スポーツ盛岡店
スポーツオーソリティ盛岡店
スーパースポーツゼビオ盛岡盛南店
スポーツデポ盛岡南店
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ８
宮城県
スポーツオーソリティ利府店
スーパースポーツゼビオ石巻店
スポーツデポ仙台新港店
スポーツデポ仙台泉店
BIKE SPORTS・・ｉ
ｎｇ
WILD-１仙台泉店
WILD-１仙台東インター店
あしの豆
クライミングジム ビーナッツ
スーパースポーツゼビオザ・モール仙台長町店
スーパースポーツゼビオあすと長町店
スーパースポーツゼビオ仙台泉中央店
スポーツオーソリティ仙台中山店
ベルエキップ
まつもとサイクル
ゆうゆう館
ファンライド シクロヤマグチ
ロゴスショップ 三井アウトレットパーク仙台港店
セントラルウェルネスクラブ北仙台
THE NORTH FACE 仙台店
ティンバーランド クラックス仙台
A&F カントリー 仙台店
ICI 石井スポーツ仙台さくら野店
ICI 石井スポーツ仙台泉店
せきサイクルショップ
スーパースポーツゼビオ イオンタウン古川店
スーパースポーツゼビオ名取店
スポーツオーソリティ名取店
秋田県
見留サイクル
ゼビオスポーツ横手店
ＳＨＯＷＡ
スポーツオーソリティ 秋田釜石店
スーパースポーツゼビオ秋田茨島店
スポーツデポ秋田茨島店
ICI 石井スポーツ秋田店
スーパースポーツゼビオイオンモール大曲店
山形県
スポーツデポ山形店
スーパースポーツゼビオ 山形吉原店
じてんしゃ蔵 守三
サイクルランド さいとう
上ノ山自転車
スーパースポーツゼビオ 天童店
マウンテン・ゴリラ
スーパースポーツゼビオ ル・パークみかわ店
スーパースポーツゼビオ米沢店
福島県
CYCLE SHOP YUKI
スーパースポーツゼビオダイエーいわき店
アウトドアショップ ウッディライフ
スーパースポーツゼビオ会津若松町北店
自転車館コバヤシ
スポーツデポ郡山フェスタ店
WILD-１郡山店
スーパースポーツゼビオ郡山西ノ内店
スポーツオーソリティイオンタウン郡山店
サトーサイクル
クライミングジム『トレイルロック』
スーパースポーツゼビオ メガステージ須賀川店
スーパースポーツゼビオメガステージ白河店
クライミングジム ロック＆フィドル
スーパースポーツゼビオ福島南バイパス店
スーパースポーツゼビオ 福島矢野目店
ビックフット
茨城県
ＦＯＲＺＡ
スポーレクライミングジム
ナムチェバザールつくばＱｔ店
スポーツバイクマツナガ
好日山荘 LALA ｶﾞｰﾃﾞﾝつくば店
スーパースポーツゼビオ イーアスつくば店
スポーツオーソリティつくば店
WILD-１イオンモールつくば店
スポーツデポ ひたちなか店
スポーツオーソリティ新ひたちなか店
スポーツオーソリティ下妻店
サイクルショップニルス
スポーツデポ ひたち野うしく店
オンザロード
スポーツデポ イオンタウン守谷店
スポーツオーソリティ水戸オーパ店
WILD-１水戸店
ナムチェバザール水戸店
バンピーパス
フリーメイトクライミングジム
B&D 水戸店
スーパースポーツゼビオ水戸店
スポーツオーソリティ水戸内原店
カワサキ乗物デパート
サイクルショップ Flame
スーパースポーツゼビオつくば学園東大通り店
スポーツオーソリティ土浦店
スポーツデポ イオンタウン水戸南店
Ｂ
ｉ
ｃｙｃ
ｌ
ｅＰａ
ｒ
ｋＯ 2
サイクルショップイマイ
スポーツ エス
スーパースポーツゼビオ日立城南店

092-753-6910
0940-38-5031
093-772-2211
093-644-3370
093-671-0600
093-951-3633
093-644-7778
093-932-5886
093-932-1220
093-533-5081
093-512-3455
093-601-1511

VOL.26
運動神経が良かろうと、
悪かろうと
文・写真／高橋寿子
大学時代はワンダーフォーゲル部で山々を歩き、卒業後は仕事で国内
外を旅する。東京マラソンの3日前、
インフルエンザにかかり、5日間の
隔離生活を余儀なくされた。なので、
エキスポも応援も今年は行けず。
今ごろ走っているんだろうな、
と思いつつ、熱を測る大会当日の午前9
時半。
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