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2,731人のランナー、感動をありがとう！
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

元号が『平成』から
『令和』に変わって間もない5月19日日曜
日、みなとまち海浜公園をメイン会場に、今年も柏崎潮風マラ
ソンが盛大に開催されました。
今年は19回目を迎え、全国36都道府県と台湾から2,731人
のランナーのエントリーがありました。そして、ボランティアス
タッフも800人を超える多くの方々からご参加いただきました。
たくさんのランナーが、
『 名物応援団』を楽しみにし、たくさん
のスタッフが全国のランナーの力強い走りに元気をもらい、
潮風マラソンを通じて多くの出会いが生まれてきました。
今年もこの日多くのみなさまが、柏崎潮風マラソンを体感して
くださったことに大変感謝いたします！
スタッフや名物応援団の皆さんもこの日を迎えるにあたり、細
かい準備を重ねてランナーを盛り上げました。また、ランナー
も、このきついコースは記録より思い出作りとばかりに、ユ
ニークなコスチュームで、負けじと沿道を盛り上げました。
それでは、今年もどのような出会いがあったのか、コースを
辿っていきたいと思います！

【午前8時の気象状況】
天候：晴れ／気温：22.9度／湿度39％

スタート会場は 熱気 に溢れていました

▲なんと！プライベートであのワイナイナがやってきた！

▲ドーム内もランナーで埋め尽くされる

▲フルのスタートは熱気最高潮

▲今年は台湾から30名がエントリー

▲今年も
『祭や倶楽部』が6時間踊り切った！
！

▲スタートは『日本海太鼓』が勇ましい演奏で応援
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▲野内さんは中越沖地震で被災し、さらに地元福島
の復興を願い、全国を走り続けるランナー

宣誓
今日、柏崎潮風マラソンを走れることは喜びです。
走るという行為は、精神的に喜びであるとともに世の中が機能していなければ
出来ない行為です。
平成の時代、我々は何度も自然の怖さを知らされました。新潟県中越沖地震、
ここ柏崎市は走れる状況ではありませんでした。そして、東日本大震災、潮風
マラソンも中止にせざるを得ない状況でした。
しかし、自然は我々に多くの喜びも与えてくれます。
「見ましょう」柏崎のこの綺麗な海を・・・
「楽しみましょう」柏崎の山、エンマ坂を・・・
「感じましょう」柏崎の風、さわやかな潮風を・・・
「感謝しましょう」支えてくれる人、応援してくれる人、走れることに・・・
令和時代のスタート、我々ランナーは、決して無理することなく、自然を楽し
み、感謝し、レッドカーペットを笑顔で駆け抜けるよう、全力をつくします。
令和元年５月19日 ランナー代表 野内正裕

▲鯨波に現れた応援団

▲おサルは足の疲労をスプレーで和らげてくれる

▲野田給水所は地元総出で大歓迎

▲水上・山波農場のみなさんは仕事を休めて応援

▲鳥羽二郎の今年の仲間は赤ずきんちゃん？！

▲沿道の民家のみなさんは通りに出て応援

▲初登場の『鼓明楽』はつらい坂でランナーを鼓舞

▲鯨波給水では『ファームくじらなみ』のいちごが大盛況

▲スペシャルドリンクはスタッフが番号順に設置

▲ボーっと走っているとチコちゃんに叱られる

▲大河内の山中にブルボンの私設給水所
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リレーボランティアメンバーがこの種目の支え！
！

http://www.shiokaze-run.info/

同僚や仲間、家族など、ひとチーム6人でエントリー。
4人 が走 者（① 9.4 ㎞ ② 6.4 ㎞ ③1.9 ㎞ ④ 3.4 ㎞）、
1人が補欠、1人がボランティアとするチーム編成。
今大会は16チームがエントリー。ボランティアはリレー
マラソンの選手招集や給水などを行い、ランナーを応援
したり、サポートしたりした。この力がとても貴重な存在
▲リレーマラソンはフル折返し地点の別俣からスタート
でした！！

▲リレーのボランティアさんが通過確認をする

ランナーもスタッフも楽しめる潮風マラソン――――

▲この私設エイドに多数のランナーが癒される

▲ゴール地点もこのMCで賑やかなのが名物！

▲事務局・宮嶋さん（中央）は準備に尽力。今大会功労賞

記録よりマラソンを純粋に楽しむランナーは風景やコース
を堪能する。
そんな全国のランナーとそれを応援するスタッ
フが交流する光景は給水所で数多くみられる。潮風マラソ
ンはナンバーカードにランナーの都道府県を明記している
のでそれだけで会話も弾む。
▲応援グッズはフライパンでもスコップでもなんでもアリ！
！

過酷な潮風コースでも記録を狙うランナーも多い。記録
を狙うランナーは、給水カップを取った後、
カップの飲み
口を折るなどして、すぼめて、走りながらでもこぼさず、
確実に摂取できるよう、工夫している。
各給水のスタッフはスピードランナーとのんびりラン
ナーを見極めて、
それに合わせて対応してくれる。
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んの感動を与えてくれました。

結果発表！

33種目それぞれの１位のランナー
と記録を紹介します！
（ファンランは表彰がありません）

〜〜〜〜〜フルマラソンの部〜〜〜〜〜

〜〜〜〜〜〜ハーフマラソンの部〜〜〜〜〜〜

申込み:1,146人／出走:989人／完走:868人／完走率:87.8％

申込み:939人／出走:834人／完走:831人／完走率:99.6％

高校生〜29 歳以下

中村 徹

柏崎市

2:33:22

高校生〜29 歳以下

宮川 光

柏崎市

1:14:31

30歳〜34 歳以下

柏井 太郎

東京都

2:45:33

30歳〜39 歳以下

中村 浩祐

柏崎市

1:16:36

35歳〜39 歳以下

佐藤 弘行

新潟市

2:52:05

40歳〜49 歳以下

大島 拓郎

新潟市

1:17:17

40歳〜44 歳以下

田畑 宏道

長野県

2:45:26

50歳〜59 歳以下

柳 健一

新潟市

1:28:43

45歳〜49 歳以下

西山 猛彦

三条市

2:56:30

60歳〜69 歳以下

阿部 昭一

長岡市

1:27:21

50歳〜54 歳以下

芦川 茂樹

神奈川県

3:04:28

70歳〜74 歳以下

太田 道夫

群馬県

1:47:12

55歳〜59 歳以下

秋野 文宏

新潟市

2:58:41

75 歳以上

古川 次宏

埼玉県

1:43:15

60歳〜69 歳以下

中越 隆英

燕市

3:09:08

70 歳以上

廣田 浩

十日町市

3:43:18

高校生〜29 歳以下

吉積 綾

新潟市

3:24:41

高校生〜29 歳以下

秋元 久美

新潟市

1:45:57

30歳〜39 歳以下

坂上 早苗

出雲崎町

3:28:30

30歳〜39 歳以下

大峽 英里

富山県

1:24:03

40歳〜44 歳以下

江部 桃子

新潟市

3:26:03

40歳〜44 歳以下

加藤 直美

長岡市

1:55:33

45歳〜49 歳以下

堤 佳子

宮城県

3:07:51

45 歳〜49 歳以下

宮内 知子

長岡市

1:38:59

50歳〜54 歳以下

伊藤 礼子

新潟市

3:34:42

50歳〜54 歳以下

原 智美

長岡市

1:38:33

55歳〜59 歳以下

高橋 あゆみ

新潟市

4:12:43

55歳〜59 歳以下

三浦 彩花

京都府

1:42:50

60 歳以下

植木 淳子

柏崎市

3:55:30

60 歳以下

池田 和美

柏崎市

2:02:39

今大会は天候に恵まれ、完走率も高めでした！

〜〜〜〜〜ファンラン３ｋｍ〜〜〜〜〜
【中学生以上の部】

申込み:129人／出走:114人／完走:114人／完走率:100％

片桐 禅太

柏崎市

0:11:08

【小学生の部】

申込み:67人／出走:66人／完走:66人／完走率:100％

新部 雄大

柏崎市

0:12:16

ＮＤＮ

柏崎市

1:22:49

ウォークの部

申込み:264人／出走:236人／完走:234人／完走率:99.2％

リレーマラソンの部

申込み:16チーム／出走:16チーム／完走16チーム／完走率:100％

わんぱくの部(未就学児1人＋保護者1人)

▲一人ひとり赤じゅうたんとゴールテープでお出迎え

申込み:45チーム／出走:45チーム／完走45チーム／完走率:100％

▲ウォークのゴール会場・谷根では美味が堪能できる
【編集後記】
ランニングブームが下火になりつつある昨今で、制
限時間の緩いシティマラソンの台頭により、潮風マ
ラソンのような小さな大会はどう影響が出るかと思
っていましたが、今年もたくさんのランナーに出会え
てよかったです。個人的には今年は小学校の運動
会と重ならず、本当にホッとしました。来年はいよい
よ20回大会。生まれた子が大人になる年月です。盛
大な大会になるよう祈念しつつ、新たな気持ちで迎
えたいですね！
『Nibe』

