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C O N T E N T S
OSJ freestyle express vol.50

※本紙で掲載している情報は2018年3月10日現在のものです。

提議

OSJ編集長

10 トレイルランニング×トライアスロン
今年はどっちを攻める！
？

信越五岳トレイルランニングレース
14

Close Up！
アスリートフード研究家

かけは、パワーバーサポートアスリート
だったフリークライマー小林由佳さんの
活躍を皆さんに知ってもらいたかったか
らでした。今でこそ２０２０年の東京オ
リンピックの正式種目に採用されるほど
メジャーな競技となったスポーツクライ
ミングですが、８年ほど前は、まだまだ
一般に浸透していないマイナー競技でし

。
グ日本選手権 ヨコハマロックマスター」

大規模の大会だった「ＪＦＡクライミン

たちが集結し、当時は名実ともに国内最

日本の頂点を目指すフリークライマー

が「ＯＳＪ」フリースタイル通信なのです。

を伝えよう。そんな思いから誕生したの

人に知ってもらい、小林由佳さんの活躍

見ていてワクワクするこの競技を多くの

が一番の方法でした）
、気軽に体験でき、

ていなかっただけに、紙媒体で伝えるの

Ｓのような伝達手段が今ほどまで発達し

記事として紹介することで（当時はＳＮ

本 選 手 権 ヨ コ ハ マ ロ ッ ク マ ス タ ー」 を

イミング競技会「ＪＦＡクライミング日

こで、２００５年３月に開催されたクラ

活躍を多くの人に知ってもらいたい。そ

天才少女クライマー小林由佳さんの

た。

池田清子

新たに100マイルカテゴリーも加わった

横浜みなとみらいのクイーンズスクエ

17

連載

18

配布店リスト

OSJ TALKing 最終回

そんな「ＯＳＪ」も今号で 号。これ

にもなるフリーペーパーに成長しました。

始めたいと思っている人たちのきっかけ

ただき、これからアウトドアスポーツを

アウトドアスポーツ愛好家に愛読してい

とになり、今では７万部発行と、多くの

ルスポーツショップなどで配布されるこ

のアウトドアスポーツショップやサイク

「ＯＳＪ」も評判となり、その後、全国

功に終わりました。その会場で配布した

たくさんの観客が取り囲み、大会は大成

たちの熱き闘いを目の当たりにしようと、

VOICE

無料配布
•オールカラータブロイド版

12

•発行部数／7万部

コンプレスポーツ日本再上陸

「ＯＳＪ」フリースタイル通信発行のきっ

滝川次郎 その生き方

ア内に設置された巨大なクライミング
OSJ 編集長 滝川 次郎

くお願いいたします。

これからも「ＯＳＪ」をどうぞよろし

行していきたいと思います。

ツで地方活性化を図ることをテーマに発

ドアスポーツの普及とアウトドアスポー

ませんが、今後も芯はぶれずに、アウト

た。何号まで発行し続けられるかわかり

ツイベントをクローズアップしてきまし

方活性化を目的としたアウトドアスポー

トドアスポーツを紹介し、日本各地で地

ウトリガーカヌーなど、さまざまなアウ

レース、シーカヤック、サーフィン、ア

ロン、サイクルスポーツ、アドベンチャー

では、トレイルランニング、トライアス

とは思ってもみませんでした。
「ＯＳＪ」

ほどまで長く発行し続けることができる

50

08

㈱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。

表紙から見たOSJ50号までの歩み

「オーエスジェイ」フリースタイル通信とは？

04
ウォールには、国内のトップクライマー

「OSJとの７年間」

18

八幡 暁〜水と足元とわたし〜
最終回「それぞれの日常へ」

17
「OSJ」創刊号の巻頭ページに
掲載された創刊のことば

OSJ SQUARE

「OSJ」通算50号記念プレゼント

16

ＯＳＪ提議

50号を迎えて

03

50号を迎えて

年4回発行（季刊）
Vol.50 春号

2
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「オーエスジェイ」フリースタイル通信

OUTDOOR SPORTS JAPAN

表紙のことば

せて、50号までの歩みを振り返りました。改めて全号見てみる

50号、記念の号です。本紙Ｐ４～７にはすべての号の表紙をの

「多くの人に気軽に手に取ってもらいたい」という思いから、創

と、いろいろなことをやってきたんだなという思いが沸き上がります。

にもこだわってきました。実際、たまたまショップで本紙を手に取

刊号から無料のフリーペーパーとして、紙媒体として発行すること

り、これがきっかけでアウトドアスポーツを始めたという人もいます。
これからも、より多くの人に手に取ってもらえるフリーぺ―パーとし
て、末長く続けていければと思っています。

アウトドアスポーツを
楽しもう！
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12 号／ 2008 年 夏号
（2008 年６月 26 日発行）

11 号／ 2008 年 春号
（2008 年 3 月 26 日発行）

10 号／ 2007 年 冬号
（2007 年 12 月 22 日発行）

９号／ 2007 年 秋号
（2007 年 9 月 26 日発行）

8 号／ 2007 年 夏号
（2007 年６月 26 日発行）

21 号／ 2010 年 秋号
（2010 年 9 月 26 日発行）

20 号／ 2010 年 夏号
（2010 年６月 26 日発行）

19 号／ 2010 年 春号
（2010 年３月 26 日発行）

18 号／ 2009 年 冬号
（2009 年 12 月 22 日発行）

17 号／ 2009 年 秋号
（2009 年 9 月 26 日発行）

16 号／ 2009 年 夏号
（2009 年６月 26 日発行）

15 号／ 2009 年 春号
（2009 年３月 26 日発行）

【創刊号】２００５年３月

チャーレース。また、 号では、トレイルランナー鏑木毅さんのイ

クライミングなどを組み合わせ、チームでタイムを競うアドベン

この時期、よく取り上げたのが、自転車、ランニング、カヤック、

9

号は「まるごとぜんぶトレイルランニング特集」
。トレイルラ

12

ウエアやギアの選び方、トレイルの走り方、おすすめのトレランコー

ンナー石川弘樹さんにトレランの楽しさを教えてもらうとともに、
スなどを紹介。表紙はトレイルランナーの横山峰弘さん。
【７号～ 号】２００７年 月～ 月
3

12

号の巻頭特集はオープンウォータースイム。さらに、表紙に

10

もなっているシーカヤックについても取り上げた。トライアスロン
人気もハシリの時期。２００６年に宮古島トライアスロンを目指
す「チームＭＭＴ」が結成され、 号では「ＴＥＡＭ Ｍ M Ｔ最終章」

【 号】２００８年３月

勇姿を紹介。

として、２００７年の宮古島トライアスロンに挑戦したメンバーの

8

２００７年５月に開催され、大好評を博したトレイルランニング
レース「ＯＳＪハコネ Ｋ」だったが、翌２００８年は環境省の自

【 号～ 号】２００８年６月～２００９年３月

かけとなったもの。

たコラムは、
現在も続いている巻頭の「ＯＳＪ提議」が生まれるきっ

粛要請を受けて中止に。この件を通して編集長なりの考えをつづっ

50

古島や佐渡のトライアスロンレースのレポートを掲載。また、 号

デビューを目指す人が増えてきた。これに合わせて、紙面でも宮

Ｊ湘南クラブハウスで行われるセミナーを通して、トライアスロン

２００８年にリニューアルオープンした鎌倉・材木座にあるＯＳ

15

の提議では、財政破綻の危機に瀕した王滝村を、アウトドアスポー

14

を掲載。

ツ愛好家で応援しようと始めた取り組み「王滝村エイド」の記事
【 号～ 号】２００９年６月～２０１０年６月
号では
「サーフィンしようよ」
、 号では
「私をスキーに連れてっ

20

て‼リターンズ」と、ＯＳＪでは珍しく、サーフィンとスキーを取

18

り上げた。 号ではアウトリガーカヌーの記事を掲載。
20

【 号～ 号】２０１０年９月～２０１１年 月

12

月に起こった東日本大震災。その年に開催される

3

止、 月の奥久慈トレイルレースは延期にはなったが、あえて復

は延期となった。ＯＳＪのレースでは、３月の新城トレイルが中

予定だったマラソン大会やトレランレースはことごとく中止また

２０１１年

25

興を願って開催を決定した。 月には復興支援ボランティアツアー

6

号「ＯＳＪ ＴＡＬＫ ing」に掲載。 号では近年、日本人参

ＯＳＪクラブハウスのメンバーや読者の方が参加。その時の様子を

を催行、急きょ募集した夜行日帰りの強行ツアーにもかかわらず、

5

２０１１」に参戦した人の感想を見開きにわたって掲載。

25 号／ 2011 年 冬号
（2011 年 12 月 24 日発行）

24 号／ 2011 年 秋号
（2011 年９月 26 日発行）

23 号／ 2011 年 夏号
（2011 年６月 26 日発行）

22 号／ 2011 年 春号
（2011 年３月 26 日発行）

加が増えている「UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）

24

4
Archives

創刊号では、
「ＪＦＡクライミング日本選手権 ヨコハマロックマ
スター」を特集。大会の魅力を紹介するとともに、大会のルール、
載。表紙はフリークライマーの小林由佳さん。

クライミング用語の説明、クライミングセミナーの情報などを掲
【２～５号】
（２００５年 月～ 2006 年 月）
9

3

ンタビューを掲載。この３号から、春、夏、秋、冬の年４回の発行に。
【 号】２００６年 月
6

6
7
11
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16
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13 号／ 2008 年 秋号
（2008 年 9 月 26 日発行）

2005年３月 に 創 刊 さ れ、翌
2006年3月から年4回の発行
となり（2011年1月 に パ ワ ー
ス ポ ーツ 創 立10周 年 記 念 号
「OSJバイブル」を発行した関
係で、2010年のみ３月、６月、
9月 の 年3回 発 行 ）
、2018年
3月に50号を迎えた「OSJ」フ
リースタイル通信。1号から50
号までの表紙から、その歴史を
振り返ります。
14 号／ 2008 年 冬号
（2008 年 12 月 22 日発行）

「オーエスジェイ」
フリースタイル通信
創刊号／ 2005 年 春・夏号
（2005 年 3 月 26 日発行）
2 号／ 2005 年 秋・冬号
（2005 年 9 月 26 日発行）
3 号／ 2006 年 春号
（2006 年 3 月 24 日発行）
４号／ 2006 年 夏号
（2006 年 6 月 26 日発行）
５号／ 2006 年 秋号
（2006 年 9 月 26 日発行）
６号／ 2006 年 冬号
（2006 年 12 月 22 日発行）
７号／ 2007 年 春号
（2007 年３月 26 日発行）

表紙から見た
OSJ50号
までの歩み

創刊号～25号

アウトドアスポーツを
楽しもう！
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【 ～ 号】２０１２年 月～９月
２０１２年５月、１００マイルのトレイルランニングレース「Ｕ
号、 号で「ＵＴＭＦ」の記事を掲載。トレラ

ＴＭＦ（ウルトラトレイル・マウントフジ）
」の第 回大会が行わ
れた。本紙でも
ン人気に合わせて、毎号のようにトレランを取り上げるようになっ
たのもこのころから。
【 号】２０１２年 月

【 号】２０１３年３月
記念すべき節目の 号。提議には「

号、 号と続けていける

ようがんばります」との一文が。それが現実となった。
【 号～ 号】２０１３年 月～ 月
号ではアドベンチャーレース、 号では岩登り、 号ではア

イスクライミングと、あまりなじみのないアウトドアスポーツを取
り上げた。また、 号では、 号で募集した「ＯＳＪサポーター」
の結果を報告。総勢 名の方にサポーターになっていただいた。
【 号～ 号】２０１４年３月～ 月
号からアスリートをクローズアップするインタビューページが

始まる。
「ＯＳＪ」では地方活性化に向けた紙面づくりも行ってき
た。 号では鳥取県のアウトドアフィールドを紹介。
【 号～ 号】２０１５年３月～６月
号の表紙はトレイルランナーの石川弘樹さん、シーカヤッカ

―の八幡暁さん、マウンテンバイカーの竹谷賢二さん。この 人に

と 号の 号に分けて掲載することに。

に語っていただいたところ、あまりにも話が面白かったので、 号
【 号～ 号】２０１５年９月～２０１６年３月
号の表紙は、御嶽山の麓にある長

号から表紙にコンテンツのタイトルをのせることで、内容が

一目でわかるようになった。
れ！ 王滝村へ！」の様子。御嶽山の噴火で打撃を受けた王滝村だ
が、村の自然をＰＲする目的で行われたこのイベントには家族連
れなど大勢の人が集まり、大盛況に終わった。
【 号～ 号】２０１６年６月～９月
号では、この年の夏に行われたリオデジャネイロオリンピック

開幕の直前ということもあり、トライアスロンやカヌーなど、オリ
ンピックで行われるアウトドアスポーツ競技を取り上げた。 号の
躍が期待されるフリークライマーの野中生萌さん。

アスリートインタビューは、２０２０年の東京オリンピックでの活
【 号～ 号】２０１６年 月～２０１７年６月
号でも掲載した「ＯＳＪトレイルランニングレースシリーズ使

用アイテムアンケート結果発表」は、半期に一度の割合で掲載して
という読者も少なくない。毎年４月に行われる「全日本トライア

いる「ＯＳＪ」の人気企画。この結果を参考に、ギアを選んでいる

取り上げるコンテンツのひとつ。 号では宮古島のレースの写真を

スロン宮古島大会」の記事は、レースが開催される時期の前後に
どーんと 枚見開きで掲載した。
【 号～ 号】２０１７年９月～ 月

号の

表紙の写真に魅かれて本紙を手にしたという読者も多いが、創
裏表紙は富山県魚津市から日本アルプスを縦断して静岡市までの

刊 当 初から表 紙だけでなく裏 表 紙にも力を入れてきた。

４１５㎞を走り切る山岳レース「トランスジャパンアルプスレース」
の写真。 号ではスペシャルインタビューとして、公務員のマラソ
ンランナー川内優輝選手のインタビューを掲載。
【 号】２０１８年 月

そして本紙 号。これからも「ＯＳＪ」は続いていきます。

6
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50

「アウトドアスポーツの今、そしてこれから」というテーマで自由

3

38

44

48

47 号／ 2017 年 夏号
（2017 年６月 26 日発行）
48 号／ 2017 年 秋号
（2017 年９月 26 日発行）
49 号／ 2017 年 冬号
（2017 年 12 月 24 日発行）
50 号／ 2018 年 春号
（2018 年３月 26 日発行）

ここにきて、フリーペーパーとして発行するには厳しい状況に

33

40

32

野県王滝村で行われたアウトドアスポーツイベント「みんな集ま

41

なってきたため、「ＯＳＪ」
の現状を紙面に掲載。
「ＯＳＪサポーター」

12

29

12

47

１２

28

を募集することで支援を呼びかけた。

6

12

1

30

31

3
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30
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40 号／ 2015 年 秋号
（2015 年９月 26 日発行）
41 号／ 2015 年 冬号
（2015 年 12 月 24 日発行）
42 号／ 2016 年 春号
（2016 年３月 26 日発行）
43 号／ 2016 年 夏号
（2016 年６月 26 日発行）
44 号／ 2016 年 秋号
（2016 年９月 26 日発行）
45 号／ 2016 年 冬号
（2016 年 12 月 24 日発行）
46 号／ 2017 年 春号
（2017 年３月 26 日発行）

33 号／ 2013 年 冬号
（2013 年 12 月 26 日発行）
34 号／ 2014 年 春号
（2014 年３月 26 日発行）
35 号／ 2014 年 夏号
（2014 年６月 26 日発行）
36 号／ 2014 年 秋号
（2014 年９月 26 日発行）
37 号／ 2014 年 冬号
（2014 年 12 月 24 日発行）
38 号／ 2015 年 春号
（2015 年３月 26 日発行）
39 号／ 2015 年 夏号
（2015 年６月 26 日発行）

「オーエスジェイ」
フリースタイル通信
26 号／ 2012 年 春号
（2012 年３月 26 日発行）
27 号／ 2012 年 夏号
（2012 年６月 26 日発行）
28 号／ 2012 年 秋号
（2012 年９月 26 日発行）
29 号／ 2012 年 冬号
（2012 年 12 月 26 日発行）
30 号／ 2013 年 春号
（2013 年３月 26 日発行）
31 号／ 2013 年 夏号
（2013 年６月 26 日発行）
32 号／ 2013 年 秋号
（2013 年９月 26 日発行）

表紙から見た
OSJ50号
までの歩み
26号～50号

う少しでプロジェクト終了という時
に、滝川の思いつきの一言で大どん
で ん 返 し が 起 こ っ た り も す る の だ。

「ギリギリの段階になって、これも

ければ、今のように、アウトドアス

「パワースポーツに出合うことがな

「アウトドアスポーツの中では、ト

のひとりでもあるのだ。

スに向かって突き進む、アスリート

ロードバイクが壊れて、

んでくる。宮古島トライアスロンで、

話を聞いていると、この言葉が浮か

ことも、滝川はポジティブな方向に

普 通、 ネ ガ テ ィ ブ に 考 え そ う な

「古河はなももマラソン」のタイ

だ（ちなみに、今年３月に走った

秒）。

ムは３時間

分

変えてしまう。年齢的なことに関し

㎞近くも

「年を重ねていくことに、若い時み

どっていくにもかかわらず、

自分の気持ちのほうが大事」

くやったなという、終わった後の

「記録うんぬんというよりも、よ

さらに、こうも言う。

た い に 無 理 す る こ と は な く な っ て、

ても、一般的に体力面で下降線をた
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サラリーマン人生を変えた
パワーバーとの出合い
１ ９ ６ ３ 年、 北 海 道 旭 川 市 で 生
まれた滝川は、その後、父親の仕事
の関係で国内を点々とし、小学５年
生の時に神奈川県川崎市に住むよう
になる（ちなみに、小学校から高校
まで、ずっと野球をしていた。本人
いわく「決して楽しくはなかったけ
ど」）。
日大藤沢高校から日本大学農獣
医学部農芸化学科に進み、４年時に

の研究を行っていた。その関

食品化学研究室に在籍。おもにビタ
ミン
係 で、 東 洋 醸 造（ 現 旭 化 成 ） に 就
職。入社して５年がたった１９９１
年、日本交通公社（現ＪＴＢ）に転
職する。当時はバブル絶頂期。一歩
上を目指した転職ブームが沸き上が
り、転職し放題というご時世。同期
の中途採用者は１００人ほどいたら
しい。今では考えられないほど浮か
れた時代だった。
ＪＴＢではスポーツやメディア
関連の営業を担当。テレビ局で募集
する海外ゴルフツアーやメジャース
ポーツ観戦ツアーなどの企画、アト
ランタとシドニーオリンピックでは
競技団体のアテンド、ハワイを舞台
としたスポーツイベントの企画など
を行った。現在、ハワイではホノル
ルトライアスロンというレースが開
催されているが、じつはこれ、滝川
が企画したもの。そしてこのレース
が、のちの滝川の人生を大きく変え
ることになる。そのレースの現地ス
ポンサーが
「パワーバー」
だったのだ。

どうか、自分が心から楽しんでいるか
どうか。ただ、それだけ。
「 こ れ か ら の 人 生、 ど う な っ て い く の
か考えると楽しくなる。笑いながら生

歳。 悔 し い け れ ど、

涯を遂げることができれば、なお楽し
いよね」
滝 川 次 郎、

この男、やっぱり魅力的だ。

8
Interview

つかまらない、連絡が取れない
居場所がわからない

要する。携帯がつながらない、居場
しようよ、なんて新しい提案があっ

こっちはたまったもんじゃない。

所がわからない、アポイントが取れ
たりもするんですよ」と王滝村の観

滝 川 に 会 う に は、 か な り 労 力 を

ない。メールを入れれば返事は返っ
光課の人がぼそっとつぶやいていた

くて、アバウトスポーツって陰で呼

てくることはくるのだが、そこには

「レースの設営でさっきまで山に
んでいるんですよ」と笑いながら教

し、
「我々はパワースポーツじゃな

入 っ て い ま し た 」 と か、
「今日の夜
えてくれた人もいたな。でも、そん

かなりのタイムラグがある。

からシンガポールで、一足先に帰り
な 滝 川 の こ と を、「 ま っ た く、 し ょ

と一緒にやっていこうという人が多

ました」
といった一文がまずあって、

てくることはまずない。運よく電話
い の も 事 実。 な ん な の だ ろ う？ こ

うがないな」と思いつつも、この人

が つ な が っ て、 い ざ ア ポ を 取 ろ う
の男の不思議な魅力は。

ン で 初 め て サ ブ ３ を 達 成 し た が、

ポーツにどっぷりとつかることはな
レランとロードバイクが特に好きか
自転車を押して、その後、ランニン
㎞走ってギリギリでゴールし

５

C

つまり、リアルタイムで返事が返っ

にも、
「その日から奄美なんだよね。
それなら、羽田空港に朝６時半とい
うのはどうでしょう？」といった具

それはそれでいいじゃん。ああ、こ

年間、３時間を切るこ

かっただろう」
な。両方とも長く運動できるし、遠
グで

歳

そ う 滝 川 自 身 が 話 す よ う に、 パ
くに行けるでしょ。それがいいよね」
た時も、途中でリタイアすることな

こうした一連のポジティブな

とはできなかった。しかし、

ワーバーと出合うことによって、公
し か し、 普 段 か ら と 飛 び 回 っ て
ど、まったく考えなかったという。

記録も伸びたんだよね」とあっけら

を超えて再びサブ３を達成したの

私ともに滝川のライフスタイルは大
いる身、いったいいつトレーニング
「時間があるのに、やめる必要なん

仕 事 は も ち ろ ん の こ と、 少 し で

きく変わった。
をしているのか。

考えの根底にあるのは、楽しいか

分 あ れ ば ト レ ー ニ ン グ で き る。

歳の時、フルマラソ

よね」

ないとか、そういうのとは違うんだ

その後、

写真・文／高橋寿子

こまで来られたみたいな。あきらめ

その生き方

かんと話す。

「
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OSJ、イベント、取り扱い商品
2005年
3月／
「OSJフリースタイル通信」創刊
2006年
8月／
「OSJ湘南クラブハウス」
オープン
9月／サイクルショップを中心に
「タイメックス
（TIMEX）
」の販売を開始
2007年
4月／アメリカのハイ
ドレーションギア「ネイサン
（Nathan）
」の販売を開始
2008年
2月／トライアスロン・マルチスポーツブランド
「ズート
（Zoot）
」の販売を開始
2月／スポーツテーピング
「ニューハレ」の販売を開始
2009年
4月／
「OSJ湘南クラブハウス」
リニューアルオープン
2010年
３月／有限会社パワースポーツが創立10周年を迎える
2011年
2月／株式会社パワーバージャパンを設立（のちに改名。現在は株式会社パワー
フーズ）
2012年
３月／
「OSJフリースタイル通信」30号発行
2013年
6月／スズメバチを用いたアスリート向けサプリメント
「トップスピード」
を開発
9月／アメリカのヘッ
ドバンド
「ヘイロ
（Halo）
」の販売を開始
12月／スイスのシューズメーカー
「オン
（on）
」の販売を開始
2014年
2月／
「トップスピード・ウルトラミネラルタブレッ
ト」
を開発
3月／鎌倉初のトレイルランニング専門店「インディアン・サマー」
オープン
3月／
「OSJ湘南クラブハウス」内に
「材木座サイクル」
オープン
3月／有限会社パワースポーツが創立15周年を迎える
2015年
５月／長野県王滝村の復興イベント
「みんな集まれ！王滝村へ！」
を開催
8月／石川県山中温泉で
「山中温泉トレイルレース」
を開催
2016年
10月／鳥取県中部地震の影響で
「氷ノ山トレイルレース」
が中止となる
2017年
7月／栃木県板室温泉でトレランレース
「ITAMURO100」
を開催
2018年
３月／スイスのスポーツブランド「コンプレスポーツ」
を東京マラソンエキスポ会場にて発表
３月／神奈川県秦野にて、本格的なMTBレース
「秦野 MTB Challenge2018」
を開催
３月／
「OSJフリースタイル通信」50号記念号を発行
パワーバー
1999年
10月／パワーバー社
（米国）
との日本国内における販売契約を結ぶ
2000年
３月／有限会社パワースポーツ設立
４月／パワーバーの国内受注開始
2001年
1月／ネスレ日本と共同で、パワーバーの日本版サンプルの開発をスタート
2002年
4月／日本版パワーバーの発売開始
8月／パワーバー取り扱い店舗が、
スポーツショップ、
サイクルショップ、
フィッ
トネスクラ
ブを中心に、全国で300店舗を超える
2003年
4月／パワーバーが、国内最大のトライアスロン大会「全日本トライアスロン宮古島
大会」の協力体制を固める
９月／パワーバー取り扱い店舗が400店舗を超える
2004年
４月／パワーバー取り扱い店舗が450店舗を超える
2006年
4月／パワーバーのアパレルグッズの販売を開始
6月／
「パワージェル梅味」の販売を開始。大好評の売れ行きとなる
2008年
2月／東京マラソンエキスポにブースを出展
（以後、毎年、出展）
6月／パワーバー、パワージェルがリニューアル
2009年
4月／ネスレ日本株式会社より引き継ぎ、パワーバーの輸入、販売総代理店になる
2010年
2月／プロテインプラス
（チョコレート味）
の販売を開始
3月／エナジャイズバー新発売
（エナジーバーからエナジャイズバーへ変換）
2011年
6月／ジェルブラスト
（レモン味）
が日本上陸、販売を開始
2014年
7月／パワーバーの取り扱い店舗が1145店舗を超える
2015年
2月／世界初となるウエハース状のエネルギー食品「パワーバー・ウエハース」
を発売
2016年
3月／パワーバーがアメリカで誕生して30周年を迎える
2017年
3月／パラチノースを配合したパワードリンク
「Challenger」
を発売
2018年

も 時 間 が で き れ ば、 山 に 行 っ て ト

２月／パワージェル・ハイ
ドロ
（２種類）
、パワージェル・フルーツを新発売。プロテインプ
ラスに３種類のフレーバーが加わる

合。
滝 川 と 一 緒 に 仕 事 を す る の に は、
ちょっと覚悟がいる。思ったことを
すぐに口に出す。こっちがハラハラ
しちゃうぐらいに。滝川と宮古島ト
ライアスロン実行委員会事務局の方
にお話を伺った時のこと。山や川の
ない宮古島では、飲料水は１００％
地下水に頼っているという話になっ
たとたん、それまでふんふんと話を
聞 い て い た 滝 川 は 突 然、
「 え っ、 み
んな地下水なの？ ほんとに？ すご
いなぁ、初めて聞いた」と興奮気味
に、思ったことをそのまま（それも
タ メ 口 で ） 叫 ん で い た。 お い お い、
何 回、 宮 古 島 に 行 っ て い る ん だ よ、
と思わずツッコミを入れたくなるの
をぐっと我慢して話を進めたが。
さらに、話がどんどん進んで、も

分もあ

る。１時間もあれば、超楽しいじゃ

分しかないじゃなくて、

を開拓したり。トレイルランニング
ん」

レーニングをしたり、新しいコース

にトライアスロン。滝川は目標レー

JIRO TAKIKAWA

てないでしょ。途中で終わったなら、

ポジティブシンキング
そのべースは楽しいかどうか

30
ポ ジ テ ィ ブ シ ン キ ン グ。 滝 川 の

2015 年の UTMF（ウルトラトレイル・マウントフジ）で 100 マイル（160㎞）
を走った後、笑顔を見せる滝川。50 歳以上のカテゴリーで２位に入り、表彰
台に上がった。

50

30

30

■ 有限会社パワースポーツの沿革

OSJ freestyle express vol.50
OSJ freestyle express vol.50
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「OSJ」の編集に携わること7年。この50号をもって離れることになっ
た私が伝えたかったこと。パワースポーツ10周年の記念本として発行
した「OSJバイブル」より転用、加筆した文章をここに掲載します。
感謝の気持ちを込めて。
18

OSJ編集長

42

54

1963 年、北海道生まれ、神奈川県育ち。 日本大学農獣医
学部農芸化学科卒業後、東洋醸造（現旭化成）に入社。
その後、日本交通公社（現 JTB）に転職し、スポーツ関連の
営業を担当。 この時にパワーバーと出合い、独立。2000 年
に有限会社
「パワースポーツ」
を設立。2001 年から自社企画・
スポーツ運営イベントをスタート。2005 年 3 月に「OSJフリー
スタイル通信」
を創刊。編集長として現在に至る。トレランとビー
ルと吉牛をこよなく愛する 54 歳。
多忙を極める滝川。レース当日の早朝のすきま時間
を使って原稿を書く

一回きりの人生。

だから、 笑いながら
楽しく生涯を遂げたい。

滝川次郎（たきかわじろう）

滝川
次郎
レースやイベントのない週末は、OSJ 湘南クラブハウスの講師スタッフ
としてフィールドに出る。トライアスロンセミナーでスイム練習を見守る滝
川。鎌倉・材木座海岸にて。

30

11

PR

OSJ freestyle express vol.50

OSJ freestyle express vol.50
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大会成功の陰に

ボランティアの
活躍あり！

「信越五岳トレイルランニングレース」には多くの人が携わっています。
１００マイルもの長距離、それもワンウェイのコースとなると、それに関
わるボランティアの数も相当なもの。昨年は400人以上ものボランティ
アが参加。その中から4名の方にお話しを聞きました。

救護ボランティア
飯村譲さん（63歳／医師）

新たに100マイルカテゴリーも加わった

信越五岳
トレイル
ランニングレース

■ご自身のトレイルラン経験は？
初めてレースに出たのは、悪天候により40kmが26kmに短縮された伝説（？）のレース「2008年OSJ志賀野反ト
レイルレース」です。その他、トレイルレースやロードレースにたびたび参加しています。

■これまでのボランティア経験は？
日本医師ジョガーズ連盟の一員として、東京マラソンや各地のマラソン大会で医療支援走をしています。
「武田の
杜トレイルランニングレース」では救護所指揮と支援走。
「信越五岳トレイルランニングレース」では2012年から
各救護所の医師・看護師・トレーナーを手配し、統括しています。

■今回参加した感想は？
2012年から参加しています。当時、レースプロデュ―サーの石川弘樹さんから「救護担当者不在で開催が危ぶま
れている」と連絡をもらいました。武田の杜のレースとはスケールが違うので迷いましたが、熱意に打たれ引き受
けることにしました。地元山梨の医師や看護師、日本医師ジョガーズ連盟の医師らに声をかけ、また、オリンピッ
ク強化トレーナーの廣瀬秀一さん（ヒーローズスポーツサポート）とも協力してスタッフを揃え、救護に臨みまし
た。今回は初の100マイルということで救護所の数も増え、さらに人員を集めなければならず、また長時間になる
ため人員配置・輸送に苦労しました。残念なことに台風の影響で短縮となりましたが、大きな負傷者も出ず、無事
終了することができました。毎回のことですが、
終わった後、
仮眠をとってからみんなで食べる朝食は格別な味で、
これが楽しみであり、この充実感を味わうためにボランティアをやっているようなものです。

エイドステーション

西條三香さん（50歳／自営設計事務所・道の駅パート）

信越五岳を結ぶ、全長160 ㎞にも及ぶ山岳エリアと信越高原の各地域をつないだ壮大なコース
を走る「信越五岳トレイルランニングレース」。従来の110 ㎞に加えて、昨年、念願の100マイル
（160 ㎞）レースを開催するに至ったが、残念ながら台風の影響で距離を短縮して行われること
に。開催が決まれば、実質的に今年が初めての100マイルレース開催となる。ここに至るまでの
道のりを、
トレイルランナーでレースプロデューサーの石川弘樹さんに語ってもらった。

■ご自身のトレイルラン経験は？
私自身は、トレイルランもマラソンもやりません。ボランティア専門です。

■これまでのボランティア経験は？
10年くらい前からマラソンのボランティアを、
トレイルランのボランティアは5年くらい前から始めました。昨年
はマラソンとトレイルラン合わせて12大会に参加しました。

■今回参加した感想は？

写真提供／信越五岳トレイルランニングレース実行委員会

今回は、赤池エイドでランナーに水を入れてあげる役割を担当しました。
「信越五岳トレイルランニングレース」
の参加は初めてでしたが、距離が100マイルに延びて、地元斑尾でのエイドが増えたことからボランティアのお
誘いをいただき、トレランボラ仲間にも「一緒にやろうよ」と声をかけて参加しました。夕方から朝までと長時間
で、徹夜になるので、そのあたりが少し心配でしたが、一番眠くなる時間帯がボリュームタイムだったので、眠く
なる暇もなく、あっという間に朝を迎えました。ボランティアをやっていてうれしいのは、私が好きでやっている
のに、
「ありがとう」とランナーの皆さんが言ってくれることです。この大会に出るために、日々練習を重ね、努力
しているランナーの皆さんに元気とパワーをもらって、
「こちらこそありがとう」と言いたいです。ランナーの皆さ
んと出会える時間、一緒にボラをやる仲間たちと過ごす時間が私にとって元気の源です。今回の信越ボラ参加は、
また新たな出会いと楽しい時間を過ごすことができて、しかも地元ということでとてもうれしく、またぜひ続けて
参加したいと思いました。

コース誘導

渡辺正良さん（69歳／農業）

石川弘樹（いしかわ・ひろき）

■ご自身のトレイルラン経験は？
10年ほど前からやっています。最初のレースは「第15回日本山岳耐久レース（ハセツネ）」でした。

信越五岳トレイルランニングレー
ス 実 行 委 員 長 兼 大 会プロ
デューサー。1975年、神奈川
県生まれ。日本初のプロトレイル
ランナーとして、海外のレースを
中心に参戦する傍ら、
トレイルラ
ンニングの魅力を伝えるべく、国
内のトレイルランレースのプロ
デュースに力を注ぐ。

■これまでのボランティア経験は？
ハセツネ４回、
「北信越トレイルフリークス」
（KTF）に３年で15回くらい、
「信越五岳トレイルランニングレース」
は今回で２回目です。

■今回参加した感想は？

10

現在、開催を調整中ですが、今年、
「信越五岳トレイルランニ

回目の時は１００㎞、その後１１０㎞に距離が延び、昨年の９

1

ングレース」は 回目を迎えようとしています。２００９年の第

回目には新たに１００マイルのカテゴリーを設けました。１００

マイルレースは初期の段階から考えてはいましたが、それよりレー

以降から、それまで自治体が主体となっていた運営体制が我々サ

2

ス自体を継続させていくことのほうが大変でしたね。第４回大会

イドに移り、そこから運営を安定させるまで 年ぐらいかかりま

具体化しようとした矢先、＊国立公園内のトレラン大会に関する

した。そして、温めてきた１００マイルレースの開催をいよいよ

環境省の指針が出て、また一からコースを考え直すことになって。

そこから再びコースを探す日々が始まりました。地図からトレイ

イルも探し出し、
それらをつなげて。ある程度、
これでいこうとなっ

ルを洗いざらい全部出して、場所によっては地図に載らないトレ

くて。コースを設定するにあたっては、市役所の人と通行許可な

たタイミングで、今度はある地点の林道を使える許可が下りな

どを相談しながら進めていくのですが、最終段階で許可が下りな

い場所が出てきて。ここをつなげなければコースができない。そ

1

してまた探して。最終的に１００マイルのコースが決まったのは

いう長丁場のレースの運営体制を構築し、それらを固め

２０１５年の秋。翌２０１６年の 年間で１００マイルレースと

披露目となった矢先、

て２０１７年の春にお

今 度 はまた 違 う 問 題

が勃発して。それでも

何とか昨 年、１００マ

イ ルレ ー ス を 開 催 す る

に 至 り ま し た。ところ が、

開催日直前、モンスター級の台風が接

近。ギリギリまで迷ったのですが、１００マイルを１０２㎞に短

縮してレースを行うことにしました。幸い、レース中は台風の直

撃は受けず、予報に反して大雨にもならず、無事に大会を終える

大会を運営、継続していくことは苦労も多いですが、
「このレー

ことができました。

と笑顔で帰っていく人たちの姿を見ると、やって良かったと心か

スを走って良かった」
「感動した」
「楽しかった」
「また走りたい」

3

地元の宿の方に「いつも大会を開催してくれてありがとうござい

9

ら思います。昨年、大会が終わって、朝、ジョギングをしていた時、

光客が多い時期にレースを開催しているので、それまでは（地元

ます」と言われたのが印象的でした。毎年 月の 連休という観

の方には）
「レースをやらせてもらっている」という感じがあった

れて、すごくうれしかったですね。

OSJ freestyle express vol.50
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のですが。選手やレースに携わっている人以外からもお礼を言わ

Trail Running

10

調整が整い、開催が決まれば、第 回大会となる今年のレース

13

ですが、 回という回数にはそれほどこだわりはなく、とにかく

大会運営者より声がかかり、ちょうど定年退職して時間に余裕もできたこと、ボランティアに興味があったことか
ら参加を決めました。今回は、妻と息子夫婦とともに４人で参加しました。担当したのは、受付、弁当販売、エイド
設置サポート、エイド通過選手のボードへの記載などです。また、妻と息子の妻はゴール後の表彰式会場でのおに
ぎりづくりも手伝いました。参加してみて、
「大会は人海戦術」なのだと思いました。多くのボランティアが要所要
所で待機・対応していること、そこに大会関係者の的確な指示が加わり、大会そのものを支えているのだとわかり
ました。また、状況に応じて臨機応変に対応することの大切さも感じました。妻も私も還暦を越えた中で、どこま
で対応できるか不安もありましたが、何とか大きな失敗もなく協力できたのがよかったです。おにぎり班の２人を
迎えに行った際にいただいた豚汁が体中に沁みて生き返りました。対価を求めない初めてのボランティア活動は
気持ちのいいもので、この歳にしての徹夜もいい思い出になりました。

（聞き手／高橋寿子）

■今回参加した感想は？

走ってもらいたい。そして、信越五岳のトレイルを走ったことで、

■これまでのボランティア経験は？
ありません。今回が初めてでした。

いいコンディションの中で、安全第一で、選手の皆さんに快適に

９年になりますが、オンロードのジョギングの場をたまにオフロードにする程度です。レースとしては「斑尾高原
トレイルランニングレース（16km）」やオアフ島の「エクステラ・クアロア・ランチ・トレイルラン（21km）」に出場
経験があります。

タッフの人たちも、楽しむ余裕を持ちながら運営に携わってほし

松井至さん（60歳／フリーランス）

■ご自身のトレイルラン経験は？

トレイルランニングをしていて良かったと感じてもらいたい。ス

受付・エイドステーション

いと思っています。

５年くらい前から腰痛が悪化し、長距離レースへの出場を控えるようになりました。これまでたくさんのボラン
ティアの方にお世話になった分、恩返しをしたいと思い、さまざまな大会でボランティアをしています。家の近
くで開催されるこの大会には、以前から参加したいと思っていました。ただ、地区のNPO法人の役員を務めてい
たため、この時期に敬老会のイベントを主催していて参加できませんでしたが、昨年より役員を外れたことで参
加可能となりました。コース誘導を担当しましたが、今回の大会は台風の影響でボランティアの人数が少なく、
班長として十分なフォローができなかったと感じています。しかし、事前のコースづくりから参加できたことは
いい思い出となりました。実際にコースを歩き、
木を切り、
枝を片付け、
岩を動かしたりする作業は大変でしたが、
選手たちが安全に走れるように考えながら整備していくことはやりがいのある仕事でした。KTFの大会でもコー
スづくりから参加したことはありましたが、自分が整備したコースを選手たちが走るというのは、やはり、うれし
いものです。

＊登山客が多い時期や自然保護規制の厳しい場所でのトレラン大会開催を避け、事故防止と環
境保全に配慮するよう促す目的で、環境省が指針を策定。2015 年 4 月 1 日から運用を始めた。

OSJ freestyle express vol.50
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アスリートフード研究家

め。池 田さんは池 田 祐 樹 選 手 を 公 私 と
も にサポ ー ト す るマネ ージャーで も あ
るのだ 。ここに池 田さんの つ目の顔 が
あ る。

月に 会 社 を 設 立 、
東 京・

つ目の顔が加わった。
２０１６年

渋 谷 に 事 務 所 を 立 ち 上 げ てか ら は 多
忙 な日々が 続 く 。朝 早 く 起 き 、朝 食 と
時 過 ぎに青
梅の自 宅 を 出て、
２時 間 かけてオフィス

夕 食の 準 備 を してか ら

後、
３年 半にわたって「 地 球 を 何 周 も す

に向かう 。夕 方５時 半にはオフィスを 出

高 校の同 級 生だった 池 田 選 手 と結 婚
るく らい」遠 征で世 界 を 回 り 、
本 人いわ
送ってき た。ところが、
２０１６年 秋に転

とだけはおろそかにした く ないんです 。

「どんなに忙 し くても、
ごはんを 作るこ

ことは とて もいい経 験 だった し 、
これ か

それに、
食は大 事なコミュニケーションツー

14
Interview
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池田清子
Sayako Ikeda
写真／宇賀神善之 取材・文／高橋寿子

スポーツ選手がより力を発揮するために、食の観点からアプローチしていく、アスリー
トフード研究家の池田清子さん。ご自身もランナーであり、プロのアスリートである
夫を支えるマネージャーであり、さらに、モデル事務所を経営するビジネスウーマン
でもある池田さん。さまざまな顔を持つ池田さんにお話しを伺いました。

食事を変えるだけで体が劇的に変化する
それを多くのアスリートに伝えたい

て、
また

時 間かけて自 宅に戻 り 、
翌日

く「 ト イレ以 外 は ずっと一緒 」の 生 活 を
スリートのパフォーマンスを 最 大 限 に 引

「 遠 征 に 同 行 し な が ら サポ ー ト す る

機が訪れる。

く、
一般の人でも 実 践 しやすいよう、
わか

さ らに、
アスリート として、
自分自身

池 田 清 子 さんはいくつかの 顔 を 持っ

のトレーニング も 怠 ら ない。今 年２ 月の

ね」
現在

歳の
別 で 表 彰 台 に 上 がるこ

時に青 梅マラソンで年 代

ていたい。目 標 は

自 分の好 きなことをやっ

歳 。 年 後 も、

をやるっていう 感 じで す

ように、
今、
やり たいこと

た 大 き なことまで、
同じ

ことから 会 社 経 営 といっ

という 気 持 ちで、
小 さい

１％でも 成 長 していたい

り した 時には、
昨日より

向 上できる場 面になった

が来たり、
自 分 が もっと

だから、
目の前にチャンス

人 生 を まっと う し たい。

ど 味 が 出 て く るよ う な

になって、使 え ば 使 う ほ

よ うに、
しわ く ちゃな 布

ない布 よ り も 、
麻の布の

ら 、き れいな シワひ とつ

「 人 生 は１ 回 き り だか

パワーの源はどこにあるのか。

ら、
何ごとにも一生 懸 命に取 り 組む。その

まさにフル回 転の毎日 。
やると決めた

所 が 閉 鎖 す る す ることにな り ま し た 。

こう して、
モデル事 務 所 社 長 という３

なんです けど
（ 笑）
」

船 が 来 たから 乗っちゃった、
っていう 感 じ

青 梅マラソンの前には、
マイナス９℃の極

ルだと思っていま すし」

ところからだんだん上 げてきて、
例 えば

所 属モデルの相 談 を 受 けている う ちに、

ら も 続 け よ う と 思っていた 矢 先 、
前にマ

気 を 配 るだ けで 体 が 違って き

フルマラソンなら、 ㎞から残 り

寒の日 も、
毎日５㎞のランニングを 欠かさ

りやす く 伝 えていくことをモットーにし
例 えば、
夫であるマウンテンバイクプロ

ま す 。野 菜 が 足 り ていない人

の間に血 糖 値 を 最 高 潮にもって く るよ

じゃあ、
私が 新 たにモデル事 務 所 を 立 ち

ている。そのひとつが、
アスリートフード
の 食 事の 知 識 に 関 す る 民 間 資 格 、
アス
ライダー 池 田 祐 樹 選 手の場 合 、
肉や 魚
のほか、
卵や 乳 製 品 を 取 らないビーガン

は、
１００％べジ生 活にす る 必

うにしていま す 。。血 糖 値 が ぐんと上が

ずに行った。

ネージャーの仕 事 をしていたモデル事 務

級 を 持ってお

り、
各 地でアスリートフードに関 する講
中 心の食 事が体に合い、
気に入っているの

リートフードマイスター
習やメニューの監 修などを 行っている。

要はあ り ませんが、
ふだんから

る 時にエネルギーが 出て く るので、
上げ

上 げ るか という ことになって。目の前に

ていま す 」

の食 事の準 備などを 行 う 。

食 事のこと 。トップアスリート だ けでな

き 出し、
よりよい状 態に持っていくための

2

研 究 家 としての顔 だ。
アスリートのため

アスリートのパフォーマンスを
最 大 限 に引 き 出 す

2

10

とだ。

実際、何を食べると調子がよいのか。
食べたことで体がどう変化したか。
自分なりのデータを蓄積しておく。
「食べたものは体にダイレクトに影響しま
す。
『○○を食べたら調子よく走れた』
『○○
を食べた後は体が重い』というように、自分
なりのデータを日ごろから蓄積しておくこ
とです。このことは、特にレースに向けた食
事に役立ちます」
「これが食べたい」と思い浮かぶものが、自
分に足りない栄養素。そのサインを逃さず
に、積極的に取るようにする。
「食べたいもの＝本能的に体が欲している栄
養素と考えます。追い込んでいる際にパッと
思い浮かぶものは、まさに運動によって失わ
れている栄養素である可能性が。私の場合、
ランニング中にほうれん草のおひたしが食
べたくなります。緑の葉野菜にはクロロフィ
ルが含まれ、酸素運搬能力を高める働きがあ
るので、理にかなっていることを実感します」
オリンピックカラー５色（緑、黄、黒、青、赤）
を意識した食材を毎日の食生活の中で
バランスよく取る。
「買い物の時などに食材を見渡してみて、例
えば、黒が足りないなと思ったら、ひじきや
ワカメを、赤が足りないなと思ったらトマト
や赤身の肉や魚を、青が足りない時は、青を
紫に置き換えて、玉ネギを紫玉ネギにする
といった具合。毎食ごとが難しいなら、1日
の中で5色の栄養素をバランスよく取れば
OK」

で、
できる範 囲で実 践 している。半 年 間、
こ う し た 生 活 を 続 け た とこ

野 菜 を 食べるようにして、
体質

切 らないようにしておくのです 。なので、

アスリートフードという と、
トップアス

全国で開催しているアスリートフードの講習会。
この日はサイクリストと「 味噌入りエナジーバー」を手作り。
©Sallu

ろ、
喘 息、
花 粉 症、
高 血 圧、
高コ
れたそ うだ。

レステロールがみごとに解 消 さ
「 夫の場 合は特 別です が、
一般

を 良 く していく 。大 事 なのはバ

その時 までは、
血 糖 値が上がらずにエネ

の人でも 毎日の食 事にちょっと

ランスと体に合った ものを 探 し

ルギー 源になる もの、
私の場 合 はパウチ

ラソンランナ ーで も あ る 池 田

リートに向 け た ものと思いがち だが、
こ

ずつ飲んでいま す 」

の玄 米 甘 酒 をポケットに入 れてちょっと

㎞まで

ていくことですね」
最 大のパフォーマンスを 発 揮

さん 自 身 は、
レース中 、
血糖値

れなら一般のアスリート も す ぐに取 り 入

し たいのはレース本 番の時 。
マ

をコントロールすることに気 を

れることができ そ うだ。

しわくちゃな麻の布のように
味のある人生をまっとうしたい

配っているという 。
「 あ る 程 度 長い距 離のレース
では、最 初 に血 糖 値 を 上 げ な
いことで す 。最 初 に 血 糖 値 を

アスリートフードマイスターの資 格 を

急 激 に 上 げ てし ま う と、
その
後の下 が り 幅 が 大 き く なって

取ったのは、
アスリートの夫 を 支 え るた

スター
アスリートフードマイ
した
きま
に聞
さん
池田清子

今日からでもできる！アスリートフードを取り入れてみよう！

池田清子（いけだ・さやこ）

10

し ま う 。そ うではな くて、
低い

60
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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マイスターの
資格を取得。2017年にモデル
マネージメント事務所「ナノン・マ
ネージメント」
を設立、代表取締
役に就任。日課はランニングと筋
トレ。著書に『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）
がある。

標高約 3000m のコロラド州ブリッケンリッジの街でも、
滞在中は欠かさずトレーニング。

７

38

30

1

「アスリートフードとは、
一言で言 えば、
ア

スリランカで行われた４日間のステージレースにて。
レース同行中はカメラマンとしての役割も。
©GauravMan Shrechan

VOICE

（記事で紹介されていた）
「HOKA ONE ONE」 の
シ ューズ、履 い て み た く な
りました。ビギナーでもOK
だとのことで試してみたい
です。
神奈川県女性（43歳）
／主婦

OSJ49号を読んだ皆さんの感想の一部をご紹介します。
49号では川内優輝選手のインタビューに多くの人の共感を得ました。
レースでは必死の形相で走る川内選手ですが、
インタビュー時に、ノルウェーに行った時の話になると、
「ランニング特集」に魅かれ、
現地で見たムンクの「叫び」の顔まねをするなど、お茶目な一面も。 GET ！ OSJ、面白い‼
長野県女性（35歳）／主婦
4月にはボストンマラソンを走るとのことです。
「わたしがロ―ドランナーからトレイ
http://www.outdoorsports.jp/
ルランナーになった理由。
」の上宮逸子
さんの記事に、驚きとうれしさをもっ
て読みました。連載の「水と足元とわ
たし」も、毎回、自分の生活を考えさせ
られます。
宮城県女性（42歳）
／自営業

僕は大学からトライアスロン
を始めました。まだ時計を持っ
ておらず、
「ガ―ミン」、
「エプソ
ン」
、
「スント」で迷っています。
なので、今回の記事が参考にな
りました。長く使用できる時計
を買いたいです。
神奈川県男性（18歳）／大学生

トレランに興味はあっても一歩
踏み出せてはいなかった自分に
とって、上宮逸子さんの記事がと
ても参考になりました。女子の
トレイル情報がまだ少ないので、
すごく良い企画でした。
福島県女性（52歳）
／保育士
６～７年前に初めてOSJを読み、年齢に関係なく、い
ろいろなスポーツにチャレンジしている人たちに刺激
され、フルマラソンにチャレンジ。水泳も始め、今年い
よいよトライアスロンデビューすることになりました。
目指すは宮古島！ チャレンジ精神を与え続けてくれる
OSJをこれからも楽しみにしています。！
北海道男性（41歳）
／会社員

表紙の写真が印象的で、手に取ら
ずにはいられませんでした。中身
のコンテンツもモチベーション
が高まるものばかりで、本当に好
きな人たちが作っているフリー
ぺ―パーだと思いました。
大阪府男性（44歳）
／会社員
今年からトレランを始めようと
思い、スポーツ店で装備を物色
している時に初めて本紙を手に
取り、楽しく読まさせていただ
きました。自転車が趣味なので、
GPS付きサイクルコンピュー
タを使っているのですが、トレ
ラ ン で もGPSを 使 って ト レ ー
ニ ン グ し た く な り ま し た。形
から入るタイプなので、今後も
OSJを参考に、春までに装備を
調えます。
東京都男性（50歳）
／会社員

連載

最終回

時

川内優輝選手のインタ
ビューがとても良かったで
す。マラソンの遠征で現地
を楽しんでいる川内さんは
す ごくステキです。ファン
になりました。
北海道男性（41歳）
／会社員

「2018年はトライアスロン
にチャレンジしよう！」の記
事が参考になりました。挑
戦してみたいのですが、なか
なか……。
静岡県男性（47歳）
／会社員

女 性 で ト レ イ ル ラ ン を や って い る の って、
かっこいいですね。憧れます。登山とランを
一緒に楽しめちゃうトレランは魅力的です。
新潟県女性（40歳）
／主婦

そ

れ

ぞ

れ

の

日

前人未到
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/
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常

OSJ主 催 レ ース で の ギ ア 別 に
メーカーシェアの統計を取る時
に、具体的な製品名とか、なぜそ
の製品を選んだのかがわかると
より面白い。
東京都男性（35歳）／会社員

A

コ

ン

プ

レ

ス

ポ

ー

ツ

COMPRESPORT

サンバイザー

B

コ

ン

プ

レ

ス

ポ

ー

ツ

COMPRESPORT

カーフスリーブ

C

（ふくらはぎ30～34cm）

コ

ン

プ

レ

ス

ポ

ー

ツ

COMPRESPORT

マルチスポーツ
アンダーウェア

仕事に追われ、なかなか長時間ト
レーニングする時間がありませ
んが、本紙を読むことでモチベー
ションアップした気分になりま
す。それにしても川内選手は実業
団に所属せず、スゴイの一言に尽
きます。
富山県男性（57歳）／団体職員

G

パ

ワ

ー

バ

ー

PowerBar

パワーバー新製品セット
（７種類）

パワージェル・ハイドロ
［オレンジ、コーラ］

（太もも49～54cm）

７種類
６名様

パワージェル・フルーツ
［マンゴーパッションフルーツ、
レッドフルーツパンチ］

1名様

1名様

D

コ

ン

プ

レ

ス

ポ

ー

1名様

ツ

COMPRESPORT

女性用トライアスロ
ンタンクトップ

（ヨーロッパサイズXS／胸囲
84～88cm）
1名様

E

コ

ン

プ

レ

ス

ポ

ー

ツ

COMPRESPORT

男性用タンクトップ

（ヨーロッパサイズXS／胸囲
81～88cm）
1名様

F

コ

ン

プ

レ

ス

ポ

ー

ツ

COMPRESPORT

女性トレイル・ランニ
ング・カプリ３/４

プロテインプラス
［レモンチーズケーキ、バニラ キャラメル クリスプ、
カプチーノ キャラメル クリスプ ］

（太もも44～49cm）

パワージェル・ハイ
ドロ、
パワージェル・フルーツが新発売。
プロテインプラスには新たに３種類のフレーバーが加わりました。

H

1名様

素材、
デザイン、縫製ともに、
ヨーロッパ産のコンプレッションウェアとして人気の「コンプレスポーツ」
。2018年
４月、
パワースポーツが新たに日本総代理店になったことを記念してコンプレスポーツ商品をプレゼント。
プレゼントの
応募方法

パ

ワ

ー

フ

ー

ズ

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500 ㎖の水
に溶かすと、280kcalの高エネルギー
飲料が出来上がります。
【価格】
￥250
（税別）
【お問い合わせ】
POWER FOODS ☎0467-84-8651

10袋
３名様

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2018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

へ

世界平和をうたったり、教育や環境の問題、社会問題を指摘したりするのは、近

ら学んでいくと、都市生活の中でも生きていけることがわかります。これを自分だ
けでなく、近所の子どもや大人と共有していくことで暮らしが豊かになるのではな

ら、何か力が抜けた気がしました。今の時代、隣近所と付き合わなくても、お金があ

いか。そうした思いから、一般社団法人「そっか」を町の仲間と立ち上げたのです。

れば不自由はありませんし、近所の共有地のような場所は手入れしなくとも行政が

放課後、子どもたちが逗子海岸に集まります。そしてひたすら自由に遊ぶので

何とかしてくれます。好きな時間に好きなことができますし、つながりたい人とだ

す。12時間、夜通しかけて塩を作ってみたり、海藻を採ってきたり。山を駆け回り、

けつながっていくことも可能です。昔から、自分たちの暮らしを自分たちで作って

海へと漕ぎ出し、河川をさかのぼる。体を使ってその土地で遊び、その土地のもの

きた習慣は遠くなっていました。

を体に入れる。自分たちの新聞を作る。
「食べる」
「作る」
「遊ぶ」を軸としたコミュニ

まずは自分でできることをやろう。食べ物だ。家の庭木を全部、食べ物に変えま

「OSJ」通算50号記念プレゼント

川内優輝選手のインタビュー記事
が良かったです。
「自分が好きなよ
うに走る」
「趣味だから自由にでき
る」というスタンスにとても共感
します。周囲の期待が高まろうと
も、このスタンスを貫けるところ
が彼の強さの秘訣なのでしょう。
東京都男性（55歳）／教員

所の人と仲良く暮らしていくことより簡単なことなのかもしれない。そう思えてか

した。そして庭の鳥、ニワトリを飼って、自宅から出た生ごみで育てます。育て始め

PRESENT

このボリュームで
フ リ ーペ ーパ ーな
んですか？
神奈川県男性（56
歳）／自営業

ティーは、500名ほどになるほどに。何でもできるね！ 今では自主児童館の運営ま
で始まろうとしています。

て数ヵ月後、初めて卵を産んだのを見た時は感動したし、人の体温より温かい卵を

この地域活動はじわじわ注目されつつありますが、一番大事なのは結果ではな

アツアツのごはんにのせて食べた時は少し涙が出そうでした。水は水道から出てく

く、それを生み出す過程であることを当事者たちが実感しています。そう、すべては

るけれど、本来はどこかの河川から取水したものです。自分の家の近くの水場を調

日常の足元から始まるのです。

べ、水道が止まっても湧水が採れる場所を探します。自宅から半径2 ㎞を遊びなが
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配布店リスト
店名

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

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

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
木更津市
木更津市
野田市
野田市

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
0438-30-7081
0438-41-6715
04-7124-6491
04-7126-1170

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
096-278-8211
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
096-273-8630
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

海部郡
徳島市
徳島市
徳島市
板野郡
板野郡

0120-74-7802
088-625-5593
088-624-1933
088-611-2424
088‐693‐1121
088-693-0730
0877-49-1035
087-876-8765
087-876-1091
0877-21-2511
087-811-3611
087-869-7560
087-822-7388

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

076-289-2312
076-288-3183
076-243-8818
076-266-1770
076-225-2505
076-268-6000

綾歌郡
綾歌郡
綾歌郡
丸亀市
高松市
高松市
高松市

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

かほく市
かほく市
金沢市
金沢市
金沢市
金沢市

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
0568-74-7325
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
052-432-3220
052-261-5315
052-848-2780

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
熊本市
上益城郡
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
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
名古屋市
名古屋市
名古屋市

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
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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

緒に仕事をしたことがある人だったから

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

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

見て驚いた。当時の副編集長が、以前、一

甲府市
甲府市
甲府市
甲府市
南都留郡
南都留郡

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

だ。このことが縁で、翌２０１０年夏に、

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

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

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
03-6272-4022
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
042-490-1180
042-497-4101
042-516-9455
042-669-6061
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
042-590-1041
0422-28-7788

越前市
坂井市
鯖江市
勝山市
福井市
福井市
福井市
福井市

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

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
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
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
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
武蔵村山市
武蔵野市

パワ ース ポ ーツ 創 立

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

『ＯＳＪバイブル』という本の仕事を手伝

電話

高松市
高松市
高松市
高松市
高松市

うことになる。２０１１年１月に本が出

都道府県・所在地

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
スポーツオーソリティー天神ビブレ店
ラリーグラス大名本店
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
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
スポーツオーソリティー COCOSA 店
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
GINRIN スポーツバイク・オリジナルサイクル
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

版されたのち、その年３月発行の

店名

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

ら、このコラムを書かせてもらうことに

電話

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

なった。２０１２年６月発行の 号から

都道府県・所在地

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
スポージアム伊丹昆陽店
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
スポーツオーソリティー徳島店
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
アイボスポーツ

は、彼 女の後を引き継いで、本 紙の編 集

028-633-1182

店名

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
052-736-5255
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
052-309-7533
052-220-3977

その「ＯＳＪフリースタイル通信」が

宇都宮市

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

にも携わるようになった。

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

都道府県・所在地

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
スポーツデポ守山志段味店
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
スポーツオーソリティー名古屋茶屋店
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
スポーツオーソリティー四日市北店
シャモニー
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
スポーツオーソリティー東員店
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
スポーツデポ 東大阪長田店

今号で 号を迎えた。 号から記事を書

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

店名

076-292-8020
0761-58-0290
0761-22-0652
076-294-3110
076-274-6755
076-274-9635

て７年間、
「ＯＳＪ」に携わってきたこと

0246-25-4993
0246-28-3939
0242-29-3666
0242-22-3839
0242-26-2422
024-958-6401
024-931-5180
024-923-2739
024-927-0866
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

電話

金沢市
小松市
小松市
石川郡
白山市
白山市

いてきたから、号の半 分以上、期間 とし

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
郡山市
須賀川市
白河市
白河市
福島市
福島市
福島市

都道府県・所在地

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
スポーツオーソリティー小牧店
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
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

取材に行った。ロードバイクやオーシャ

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

店名

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
070-1547-7375
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

になる。この７年間、いろいろな場所に

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

電話

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

ンスイムなど、今まで知らなかったアウ

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

都道府県・所在地

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
スーパースポーツゼビオ ららぽーと湘南平塚店
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
スポーツオーソリティかほく店
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
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

きたのも、王 滝 村や 奥 久 慈 といった、今

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

店名

04-7128-1101
0479-20-5611
04-7158-3196
04-7150-7311
0471-78-2511

トドアスポーツの世界に触れることがで

022-349-1151
0225-92-4031
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

電話

野田市
銚子市
流山市
流山市
流山市

まで行ったことのない魅力的な場所を訪

宮城郡
石巻市
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

都道府県・所在地

スポーツデポ 野田船形店
スーパースポーツゼビオ イオンモール銚子店
Sports Cycle Shop Swacchi
スポーツデポ 南流山店
スーパースポーツゼビオ 流山おおたかの森 S･C 店
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」
Lifeblood 鍼灸マッサージ院
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
スーパースポーツゼビオ 調布東京スタジアム前店
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
スーパースポーツゼビオ イーアス高尾店
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
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

げ。そして、何といっても、
「ＯＳＪ」主催

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

店名

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

れることができたのも「ＯＳＪ」のおか

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
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

ポーツを心から楽しんでいるアスリート

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

のレースや紙面を通して、アウトドアス

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

店名
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
スポーツデポ入間下藤沢
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
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

の皆さんに出会えたこと、これが一番の

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
011-860-1111
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

これからも「ＯＳＪ」をどうぞよろし

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
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

収穫だ。

都道府県・所在地

くお願いいたします。

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
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
スポーツオーソリティー石巻店
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
ゼビオスポーツエクスプレス アティ郡山店
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
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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
栃木県
WILD-１宇都宮駅東店

最終回
O SＪとの7年間
文／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。50号をもってこのコラムも最終回。名もなきいちライター
の文章を読んでいただき、感想を寄せてくださった読者の皆さん、心から
感謝です。長い間、
ありがとうございました。
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