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第 1 回 滋賀 Otsu VIVICITTA’2019 開催される 
 2019/5/12(日) 

令和元年 5 月 12 日(日) 

木々の緑も鮮やかな、膳所

城跡公園をスタートゴー

ルに、びわ湖岸のなぎさ公

園を走るコースで、滋賀で

初めての、「第 1 回滋賀

OtsuVIVICITTA’2019」が

開催されました。国内で

は、横浜、東京、大阪に次

いで 4番目のVIVICITTA’

仲間入りです。 

当初は 4 月中旬で予定

したのですが、コース確保の関係で、5月の第二日

曜日、びわこランナーズの大津月例マラソンの予

定を、今回は、滋賀 OtsVIVICITTA’2019 として

設定して実施しました。 

参加者は、選手 47名（12ｋｍ、5ｋｍ、1.2ｋｍ

ファミリー含む）、スタッフ 16名(びわこランナー

ズメンバー)の総勢 63 名。参加選手は滋賀県内以

外の近隣の 6 府県から 21 名で、予想以に県外か

ら多くの方が参加してくれました。また年齢層も

20 代までの選手が 15 名と多く、若々しく大変華

やかな大会になりました。天気も上々で、心配し

た気温もあまり上がらず、びわ湖からの風も爽や

かな絶好のランニングコンディションでした。 

コース設定は、びわこランナーズが月例マラソ

ン（10km）で使用している、びわ湖岸のなぎさ公

園のコースですが、今回は、VIVICITTA’（12km

用）に距離を延長して、新たな折り返し点を設け

るなどして、対応しました。 

参加者からは、「平坦なコースで走りやすかった」

「びわこの景色がきれいで楽しく走れました」と

の声が聞けました。またスタッフたちからも「若

い選手が多かったので新鮮な感じだった」との感

想がありました。 

月例マラソンでは使い慣れたコースですが、今

回は距離設定を変更していることや、初めて走る

参加者も多いため、安全対策には注意を払いまし

た。多少の不手際はあったものの、大きなトラブ

ルもなく、参加者は全員が完走を果たされました。 

今回は第 1 回目と云うことで色々と不安や心配

もありましたが、何とか無事開催する事が出来ま

した。 

「VIVICITTA‘」の趣旨も参加者の皆さんに多

少は伝えられたかなと思います。参加者チャリテ

ィとして、参加費の一部（１ユーロ＋換金手数料

（129円）*45人分＝5,805円）を、シリア難民の

子供たちのスポーツ支援のために、（イタリアの

UISP本部通して）送金する手続きを行いました。 

選手の皆さんご参加ありがとうございました。

そして、スタッフの皆さんお疲れ様でした。 

是非今後に繋いで行きたいと思います。 

・・・ 渋谷敏久 
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大会の様子（写真）は下記 URL からご覧になります 

https://photos.app.goo.gl/k9ZH4kbLkVgK5y7r9   

開催：

A）12km：男子 B）12km：女子
ゼッケン 着 氏　名 タイム 備考 ゼッケン 着 氏　名 タイム 備考

10 森本 亮一 58分23秒 32 ② 新田　直子 56分22秒

11 池田 高徳 56分31秒 33 徳富　洋子 1時間16分50秒

12 伊藤 寛之 56分04秒 34 櫻田　みゆき 1時間12分53秒

13 ① 吉田 理人 39分58秒 35 中川　理沙 1時間16分47秒

14 塚本 一雄 59分25秒 36 玉木　里英 1時間14分57秒

15 大石　哲也 48分18秒 37 橘高　陽香 1時間07分40秒 着差あり

16 三橋  健二 51分29秒 38 ③ 小林　真帆 1時間07分40秒

17 三宅　文彦 55分29秒 40 ① 中江　保子 48分40秒

18 大江　淳之 1時間00分30秒

19 荒川　正博 56分09秒 C）　5km：男子
20 松本　哲也 1時間02分34秒 ゼッケン 着 氏　名 タイム 備考

21 山本　貴之 1時間06分38秒 51 ① 新田　陸 17分24秒

22 福田　修平 1時間00分14秒 52 ③ 大道　克美 28分44秒

23 岩波　友雄 1時間11分37秒 53 ② 図師　和喜 25分12秒

24 仙波　佑基 52分28秒

25 木山　敦貴 54分01秒 D）　5km：女子
26 渡邊　祐士 ------- 欠場 ゼッケン 着 氏　名 タイム 備考

27 ② 古山　雄一郎 40分15秒 54 ② 前川　朋子 28分23秒

28 西田　光毅 1時間11分02秒 55 ① 村田　峯子 27分44秒

29 北　紘也 1時間14分56秒 56 ③ 西野　桂子 38分43秒

30 池田　虎之介 1時間14分57秒

31 宮川　直也 1時間07分40秒 E）1.2km：ファミリーの部
39 安井　潤 47分33秒 ゼッケン 氏　名 タイム 備考

41 ③ 宮脇　迅 46分13秒 片山　聡 05分07秒

42 園生　一行 55分50秒 片山　敦詞 05分35秒

43 北村　孝生 47分11秒 大野　美幸 06分22秒

45 小野寺　龍介 57分38秒 大野　空雅 06分40秒

玉井　智子 06分42秒

玉井　新大 06分49秒

62

63

2019年5月12日

第1回　滋賀Otsu　VIVICITTA’2019

61

出　場　選　手　記　録

https://photos.app.goo.gl/k9ZH4kbLkVgK5y7r9
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京都新聞 5/28 記事より 

 

 

 

５月１９日（日）練習会の報告です🏃 

・・・平野康夫 

参加者は、池田さん、森本（亮）さん、平野の３

名でした😅💦 

「膳所公園」集合にて「立木観音」迄の往復参拝

トレイルランを実施しました🏃🏃🏃 

風が強く、行きは走りにくかったですが、帰りの

びわこ西岸沿いでは追い風に成り、走り易

く成りました🙊😄 

途中休憩、参拝を挟みながらも、何とか午

前中に、往復２０km 走破して「膳所公園」

に戻って来る事が出来ました😄👍 

 

＜＜＜ 地域の活動報告・・・平野康夫 ＞＞＞ 

「平野」です😄 「パトラン」（パトロールランニン

グ）活動をご紹介します🏃🏃♀️ 

地域防犯、安全パトロール、不法投棄監視等をチームや

個人で、全国で、展開しているボランティア組織です。 

現在、びわこランナーズでは「平野」「山本さん」「高畑

さん」の３人が活動に参加しています🏃🏃🏃😄 

今年８月に「パトラン滋賀」のチームを立ち上げたる予定で、活動推進に努めています😅💦 

５月２３日（木）の活動では、保育園児の事故が有った地域から瀬田駅周辺迄の夜間パトロールラ

ンニングでの活動を展開しました🏃🏃♀️ 事故現場でのお祈り、防犯ランニング、道路状況の確認、

防犯灯の確認、瀬田駅交番への挨拶訪問ＰＲ等の活動を約１時

間実施しました😄👍   

高畑さんの奥様が活動されている「オレンジリボン🎗」活動

（子供虐待防止、監視活動）の滋賀リーダーの「郷間」さん 

にも参加頂き、充実した活動の１時間でした😄 

びわこランナーズに参加頂いています方々の中で、「私も参

加したい」と思われる方がいらっしゃいましたら、「平野」「山

本」「高畑」のいずれかにお問い合わせをよろしくお願い致し

ます😅💦 

6 月 16 日（第 3 日曜）練習会のご案内  

☆ 集合場所 … 皇子山球場駐車場入口付近 

☆ スタート … 8 時 40 分 

☆ 持ち物 … ドリンク、小銭、タオル等 
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報 告 去る 5 月 19 日(日)大津市市民活動センター中会議室にて、新日本スポーツ連盟滋

賀県連盟の第 50 回定期総会が開催されました。ランニングからは星利三氏、渋谷敏久氏の

2 名が出席しました。総会には各種目から委任状出席も含めて 24 名が出席し、各議案は採

択されました。滋賀県連盟は今年 50 年目を迎えます。各種目の皆さんがよりスポーツを楽

しめるよう、環境整備や施設の充実などの要望に対応していきます。 

 

この後の活動計画(6 月～8月) 

 

全国ランニングセンター関西ブロックからのご案内 

○6 月 30 日(日)ランニングクリニック In 大阪・堺が開催されます。 

コース別講習は、A)アドバイザーコース、B)初心者コース、C)記録に挑戦コース があります 

参加費は、A)コース 2,500 円 B),C)コース 2,000 円です。 

＊＊＊詳細はびわこランナーズ HP でご確認ください。＊＊＊ 

○2020 年(来年)の第 18 回全国 RC 定期総会は、滋賀（大津市）で開催することになりました。 

日程は 5 月 30 日(土)-31 日(日)の予定です。 

第57回滋賀県スポーツ祭典陸上競技大会のご案内  
○日程：10 月 13 日(日) 会場：水口スポーツの森運動公園陸上競技場 (甲賀市) にて開催が決

まりました。 

びわこランナーズの皆さん、競技役員として是非協力お願いしたいのですが、選手として出場と

役員と兼任でも構いませんので、多くの方に参加して頂きたいと思います。 

＊＊＊開催要項はびわこランナーズ HP でご確認ください。＊＊＊ 

スポーツエントリーから申し込みができます。 

運営委員会の今後の会議日程  

今度の会議は 6月 8日(土) 17：00～ (小会議室)です。 レジュメ後日お送りします。 

以降の会議日程の予定(2019年)  

〇7月 13日(土) 17：00～ （小会議室)  よろしくお願いします。     

月日 曜 行  事 場　所 時間

6月9日 日 第205回大津月例マラソン 膳所公園・なぎさ公園 ※

6月16日 日 練習会 皇子山球場前の駐車場集合 8：40スタート
6月23日 日 第72回希望ヶ丘3時間走 野洲希望が丘文化公園 9：00スタート
7月7日 日 第206回大津月例マラソン 膳所公園・なぎさ公園 ※ 第一日曜日

7月14日 日 びわ湖一周リレーRUN コース　湖東コース(長浜～草津）
8月6日 火 滋賀反核平和マラソン 長浜市役所～県庁 集合8：30　

第207回大津月例マラソン 膳所公園・なぎさ公園 ※※
ビアガーデン(BBQ） 別途案内

8月18日 日 練習会 皇子山球場前の駐車場集合 8：40スタート

8月11日 日

（第 205回）大津月例マラソン の開催は 
6 月 9 日（第 2 日曜日)です。 

○集合場所：膳所城跡公園 〇受 付 8：45～9：15   スタート 9：30 
205 回大津月例マラソンの運営担当はＣグループのメンバーの方が担当となります。 
よろしくお願いします。 


