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※本紙で掲載している情報は2017年12月10日現在のものです。

パワーバー、
そしてコンプレスポーツ

03

04

ＯＳＪ提議

「オーエスジェイ」フリースタイル通信とは？
㈱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。

パワーバー、
そしてコンプレスポーツ

Special Interview

公務員・マラソンランナー 川内優輝

より楽に
06 より速く、

•発行部数／7万部

HOKA ONE ONEのシューズでかなえる
極上ラン

コンプレスポーツホームページ
https://www.compressport.com/
フェイスブック
https://www.facebook.com/Compressport.International/
インスタグラム
https://www.instagram.com/compressport/?hl=ja

今から 年前、ＪＴＢ（旧・日本交通

公社）に勤務している時に関わっていた

ハワイ（オアフ島）のトライアスロン大

会で、初めてパワーバーというサプリメ

ントと出合いました。当時、パワーバー

は日本での販売はしておらず、レース中

に摂取するサプリメント自体、日本国内

では少なかった時代でした。しかし、そ

の頃からハワイではさまざまなバーや

ジェル系のサプリメントが販売されてい

ました。興味半分に摂取したパワージェ

ルが驚くほどまずく、
「よくこんなもの

がアメリカに普及しているよなぁ～」と

感じたことを思い出します。

試しに購入して日本に持ち帰り、どう

してアメリカで売れているのかを知りた

くて、母校の大学（日本大学農獣医学部

食品化学科）の恩師に相談しました。内

容成分を分析し、その効果が間違いない

ことを知り、味はまずくとも、いつかは

日 本 に 普 及 す る と 確 信。 英 語 も 話 せ な

かったのですが、単身で米国カリフォル

ニア州のパワーバー本社に乗り込み、交

渉の末、日本での販売権を獲得。会社を

やめて独立し、パワースポーツを設立し

たのです。外資系企業というと、企業買

収などで国内のディストリビューターが

変わるのが常ですが、取り扱いを開始し

てから 年間、ずっとパワーバーの取り

扱いをすることができて、本当にうれし

く思います。

そしてパワーバーに続き、新たに日本

総代理店として活動することになったブ

ランドが「コンプレスポーツ」です。コ

17

08

プロマラソンランナー 八木勇樹

10

春のトレランシーズンが始まる前に

18

12

無料配布

Garminを相棒に走る！

エプソン
「WristableGPS for Trek」
を
使ってトレーニングしよう！
上宮逸子（30代女性、金融機関勤務）

わたしがロードランナーからトレイルランナー
になった理由。
2018年はトライアスロンにチャレンジしよう！
わ

14

•オールカラータブロイド版

け

ンプレスポーツとの出合いは、モンブラ

ンを一周する、トレイルランニングレー

ス の 世 界 選 手 権 と も い え る「 Ｕ Ｔ Ｍ Ｂ

（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）
」

でのこと。エキスポ会場での大きなブー

スや、レース中に多くの選手が身につけ

ていたデザインが目に引くウェアなど、

モンブランではひときわ目立っていたブ

ランドでした。そういえば日本で見ない

なと思い、日本の代理店に問い合わせた

ら、契約が解除になったとのこと。そこ

で、いち早くコンプレスポーツのスイス

本社にメールを送り、日本での代理店の

可能性を聞いてみると、ちょうど探して

いるところだという返事をいただき、急

きょ、アジアを統括しているコンプレス

ポーツシンガポール支社へ向かいました。

それからの動きは早く、スイス本社の代

表が来日し、パワースポーツの熱意を感

じてくれたのか、日本総代理店として認

めていただきました。

パワーバーにコンプレスポーツ。日本

の代理店候補はたくさんあったと思いま

すが、パワースポーツという小さな会社

を選択していただいて、うれしい限りで

す。期待に応えるためにも、ブランドの

素晴らしさを伝えることでその価値を高

め、多くのアスリートに愛されるブラン

ドに育てることだと思っています。そう

いった意味でも、まだまだビジネスから

引退できそうもありません。

OSJ 編集長 滝川 次郎

16

OSJ SQUARE
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PRESENT & VOICE

17

連載

18

配布店リスト
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OSJ TALKing Vol.29

OSJトレイルランニングレースシリーズ後半戦＆SDA5月アンケート結果発表！

八幡 暁〜水と足元とわたし〜
第8回「庭に食べ物を植える」

「川内優輝選手インタビュー〈番外編〉」

写真／Ryo Yamamoto

撮影場所／長野県王滝村

表紙のことば
2017年９月17日に開催する予定だった「セルフディスカバリーアドベンチャー・クロスマウン
テンバイク」。台風19号が高い確率で本州を通過するという気象庁の予測を鑑みて、残念
ながら大会を中止とさせていただきました。しかし、この大会を目標に、日々、
トレーニングを積
んできたサイクリストたちの気持ちを汲み、11月19日に急きょ、
同大会を開催することになりま
した。大会当日は、前日からの寒波の到来で気温が低下。路面が凍結した箇所もあり、標高
の高い場所では10 ㎝もの積雪が。しかし、参加者の皆さんは防寒対策万全で臨み、雪の王
滝村をマウンテンバイクで走るという、
レアな体験を満喫。存分に楽しんでくれたようです。

3

OSJ Proposal

OSJ freestyle express vol.48

OSJ freestyle express vol.49
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別府大分毎日マラソン優勝

2 時間 08 分 15 秒

2013 年

ソウル国際マラソン４位

2 時間 08 分 14 秒

2013 年

ゴールドコーストマラソン優勝

2 時間 10 分 01 秒

2013 年

世界陸上モスクワ大会 18 位

2 時間 15 分 35 秒

2014 年

防府読売マラソン優勝

2 時間 09 分 46 秒

2015 年

ニューヨークシティマラソン６位

2 時間 13 分 29 秒

2016 年

チューリッヒマラソン優勝

2 時間 12 分 04 秒

2017 年

世界陸上ロンドン大会９位

2 時間 12 分 19 秒

公務員・マラソンランナー

（笑）
。

2013 年

川内優輝

んです 。 下 り 方 向への高 所 恐 怖 症 が 若

2 時間 16 分 11 秒

Yuki Kawauchi

レースの後、現 地で 過ごす 時 間 が 自
心 か ら 楽 し ま れ て いる の が よ く

干 あって。 谷 川 岳の馬 蹄 形 縦 走 に 行っ
今 後 の 目 標 を 教 え て く だ さい。

でも 更 新 することです ね。 更 新 しない

2 時間 08 分 37 秒

Ryo Yamamoto取材・文／明道聡子

川内優輝選手といえば、顔をゆがめ、限界を超えて走る姿が印象的な公務員ランナー。
なぜ自分をそこまで追い込むことができるのか。川内選手にとってマラソンとは何なのか。
そんな質問を投げかけたところ、浮かび上がってきたのは、マラソンを心から楽しむ純粋さと情熱でした。

ンな どで ま と まって 走 れるので あ れ ば、

はストックホルムと か。 私 はマラソンと

分にとってのオフで す 。 おいしいものを

わ か り ま す。 そ う 考 え る と、実 業 団

た時はすごく 怖かったです 。

１日１回の練 習に集 中 す ることです

と“ ピークを 過 ぎ た ” とかいわ れてし

東京マラソン３位

世界陸上大邱大会 17 位

２０１７年９月に行われた旭川ハーフマラソンの後に行ったインタビューをお届けします。

らな け ればいけ ないことはわかっている

ていたこととか、これまでの経 験で、や
んで す 。 あ とは も う、やるかや らない

らいいか を 考 え る と そ う なるという 感
体が私の走る意 味 なので。

じで す ね。 レースに 出 ること、そ れ 自

無 理 して 昼 休 みに走 る 必 要 はないのか

℃ を 超 え る と 体 が 動 か な く なって

私 は 寒いレースに は 強いんで す が、

した が、そ う 決 めた理由は何で す か？

「 日本 代 表 を 引 退」 と 公 言 さ れ ま

なと思いま す 。

かです ね。
「 そ れ 自 体 」 と は ど ういう こ と

旅 行 が 本 当に好 き なんで す 。 その２つ

食べて、日 本 だった ら 温 泉 に入った り 。

にい て は か な え ら れ な い も の ば か り

目 標がたくさんあるんです 。日 本 中、

は現 在

都 道 府 県 すべての市 民マラソンに行 く 」
という 夢 も あ り ま す 。 サブ

回 を 超 えていま す し、 都 道 府 県 も
を 超 えていま す 。 も う す ぐ 達 成で
き そ う で す ね。 目 標 は 少 し ずつ変 化
す ると 思いま す が、生 涯 現 役でいけ れ
ばと思っていま す 。 今一番の目 標は、４
な る ほ ど 。 練 習メニュー も すべて

ね。 たまに昼 休みも 走っている人がいま

ま うので、そ れが 悔 しいんで す 。 ま だ

フルマラソンの主な戦績

写真／

で も 、レ ー ス と の 気 持 ち の 切 り 替 え

遠 征 は 旅 行 で も あ る ん で す ね。

なので、まさに理 想 的です 。

き 。 知 らない土 地に行 くことが大 好 き

日本中の市民マラソンを走るという夢が
自分が強くなることで「世界」
へと広がった
先 週 はノルウェーの オ スロ、今 週
り 幅 が 大 き い で す よ ね。 ど う やって

は 旭 川。 海 外 か ら 国 内 ま で、そ の 振
出 る レ ー ス を 決 め て いる ん で す か ？
基 本 的には大 き なレースから 逆 算 し

普 段の練 習 は ど ん な 感 じ なので

小 さい頃 から、私は特に日 本 代 表に

月 曜 と 火 曜 はジョギング、 水 曜 か 木

で す か？

レース前は確かにいろいろと考 え ま す

な り たいという 思いは な かったんで す 。

曜にインターバルかペース走 をやって、も

は 大 変 で は な いで す か？

フが 必 要 だ と か 考 え て 決 めていま す 。
し、食べ物 も 制 限 するんですが、終わっ

そ れよ り、日 本 中の市 民マラソンを 走

う一方はジョギング、金 曜 もジョギング、

て、この時 期にフルが 必 要 だとか、ハー
で も、 自 分 が 行 き たい場 所のレースに
たら思いっき り 楽 しみま す 。 も ちろん、

り たいという のが 夢 で し た。 そ れ が、

しょう か？

出ることが 多いです ね。いろいろなとこ
仕 事 も あ るので１日 半 く らいの短 時 間

く るんで す 。 そ れ は、 筋 肉 質 で 熱 生
産 量 が 多いのが 原 因 だ と 思 う んで す

㎞の距 離 走 か、翌日レー
スの時は調 整で刺 激の１０００ｍ。 日 曜

が、２０１９年の世 界 陸 上 ドーハ大 会、

〜

民マラソンを 走れるようになったんです 。

はレースが 多いです 。レースがない土日

土 曜は

て、鯨やトナカイ、ニシン、サーモンなど、

これは 本 当に う れしいことで、 最 大 限

自 分 が 強 く なったおかげで世 界 中の市

おいしいものをたくさん食べました。

℃ く らいの気 温 になって き ま すの

２０２０年の東 京 オリンピック、どち ら
で、 難 しいと 判 断 し ま し た。 ２０２４

も

は日 光で合 宿 を す ること も あ り ま す 。
距 離 は６００㎞ く らいで す ね。 あ とは

年のパリ オ リンピックが も う 少 し 早 け

㎞、 月 間 走 行

ジョギングは１日

月 曜の 朝いち に 帰って 仕 事 というスケ

関 東 近 郊の山 も 走 り ま す 。 山 を 走 る

〜

給のほ とん ど を 海 外 につぎ 込 ん だ り、

で す ね。 と こ ろ で 、 川 内 選 手 に オ フ

ジュールも 苦ではないんです 。

メ リハリ を つ け る の が 上 手 な ん

生かしたいと思っていま す 。 だから、有

です が。 先 週 もムンクの「 叫 び」 を 見

ろか ら、 年 間 １００〜２００の招 待 が
来るんです 。 その中から、ここに行って
みたいと思 う ものに出 場 していま す 。
「 こ こ に 行って み たい」って 、な
ん だ か 楽 し そ う で す ね。
の日って あ る ん で しょう か？

を 合 わ せ たのが 自 分 にとっての遠 征 で

今 日 もこれから 旭 川で 楽 し も う と 思っ

で す ね。

れ ば なぁというのが 正 直 な ところで す

す 。 旅 行 嫌いな 人 は同 じスタイルは 無

ていま す 。メリハリが 上 手 という よ り、

のは好 き なんです が、レースには出 ない

理 だと思いま す 。 移 動 だけで疲 れてし

実 業 団 の 選 手 と 比べる と か な り

分

世 界 中の市 民マラソンを 走るというのも
そ う で す ね。 海 外 で 取 材 を 受 け る

単 純に、自 分 が 楽 しむためにど う した

そ うです し、
「マラソンを２時 間

を１００回 」「

練 習 量 が 少 な い で す よ ね。 そ れ で こ
最低限走らなければならない距離はあ

時にはこういいま す 。「 例 え ば、プロの

り ますが、それ以上になると、距 離より

秒 以 内で 走 るサブ
入っても ら える 写 真 を 撮 らな け ればな

つく れ ない。 プロのカメラマンだ と 気 に

中 身が大 事だと思います。私の場 合は二

ん な に 速いな ん て …… 。

らない。 それと同 じで、マラソンも、自

部 練 習にはせず、１回で

料 理 人 だ とお 客 さんのための料 理 しか

分は趣 味 だから 好 き なように走ること

分をまとめて走るようにしています。

分 とか１００
ができるけ れど、これがプロだったら 自
由には走 れない。だから私は自 由にやっ
速 く な り たい市 民 ラ ン ナ ーの 方

自 分 で 考 え ていらっしゃる ん で す か？

す け ど、昼 休 みしか 走 れないので あ れ

まだいけるということを 示 したいです 。

年 間 更 新 していない自 己ベスト を１ 秒

そ うです 。部 活 動 とか、
社 会 人になっ

ば 仕 方 がないです が、そ れより 通 勤ラ

ているんだ」 と。

47 59

す ご く 楽 しいで す 。 オスロも 初 めて

表彰台で爽やかにあいさつする川内選手。この後、
多くの市民ランナーとの記念撮影に応じ、積極的
に交流を図っていた

19
20
て１ 年 半 まで 大 学 時 代の監 督に教 わっ

にア ド バイ スを す る と し た ら ？

20

行 き ましたし、５月にはプラハ、６月に

20

90

4
Interview
OSJ freestyle express vol.49
OSJ freestyle express vol.49

Interview
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2011 年

1987年生まれ。東京都出身。埼玉県庁所属。小学1年生の時から陸
上を始める。学習院大学在学中には、関東学連選抜チームで、箱根駅
伝6区に2度出場。区間6位と3位で走った。2009年に埼玉県庁に入
庁後も市民ランナーとしてフルタイムで働きながら競技を続け、テグ、モス
クワ、ロンドンと世界選手権マラソン代表として出場したほか、2014年の
仁川アジア競技大会では銅メダルを獲得した。日本全国だけでなく、世
界各国のレースにも積極的に出場している。

40

ま う と 思 うので。 私 は 移 動 自 体 も 好

旭川ハーフマラソンでは、大会新記録となる１時間 05 分 06 秒で優勝。ど
のレースでも、フルでもハーフでも、川内選手の情熱的な走りは変わらない

2011 年

川内優輝（かわうちゆうき）

30

30

35
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Special Interview
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より速く、より楽に
ホ

僕はホカ オネオネのキャラク
ター“走るマシュマロ”。ふわ
ふわのフォルムとアスリート
のような走りが自慢だ。今回
は、僕がホカ オネオネの秘密
を紹介！

Q1

ホカ オネオネはどのように誕生したの？
ホカ オネオネというブランドが誕生したのは
2009年。ジャン・リュック・ディアードとニコ
ラ・マーモッド、２人のフランス人が創業した
んだ。アスリートでもあった２人は、どうした
ら楽に、速く走れるんだろうということを考え
ていた。そして、ニュージーランドの山を走っ
ている時にブランドのアイデアがひらめいた
んだ。
「ホカ オネオネ」というのは、ニュージー
ランドのマオリ族の言葉で、英訳すると「TIME
TO FLY」
。いくつかのモデルには今でもマオ
リ語の名前がつけられているよ。

Q4

クッション性とフィット感の
両立の秘密は？
クッション性があると、足が安定しないので
は……と心配する人もいるかもしれないね。で
も、ホカ オネオネのシューズは、足全体をしっ
かり包み込むバケットシート型のミッドソー
ルを採用している。踏み込んだ時の縦横の揺れ
やズレを防ぐので、しっかりとした安定感があ
るんだ。

6

7

“走るマシュマロ”が解説！

Q2

HOKA ONE ONEの秘密
ホ

カ

オ

ネ

ビギナーには敷居が高いのでは？
ホカ オネオネのシューズは、抜群のクッショ
ン性と、アウトソールの形状がつくりだすロー
リング構造が特長。自然な体重移動で前に進む
から楽に走れるんだ。地面からの衝撃も吸収し
てくれるから疲れにくいので、これ
からランニングを始めるビギ
ナーにこそおすすめだよ。

オ

Q3

ネ

慣れるのが大変では？
今まで底の薄いシューズを履いていた人は、最
初は走り心地の違いに驚くかもしれない。ホカ
オネオネのシューズは、足を踏み込んだり、蹴
り出したりしなくても前に進むからだ。でも、
すぐに自然に進む感じがつかめると思うので
安心してほしい。試し履きイベントもやってい
るので気になる人は試してみよう。

フルマラソンで記録を狙うなら
どのシューズ？
「ホカ オネオネのどのロードシューズでも記録
を狙える」といえる。あとは、その人のレベル
によっておすすめは変わってくる。まずはク
リフトン４から始めて、走力がついたらスピー
ドモデルである「トレーサー」や「クレイトン」
などに移行するのもいいかもしれない。また、
日々のトレーニングはクリフトン４で、レース
の時は少し底が薄く、前足部に反発性を出した
トレーサーにするなど使い分けている人もい
るよ。

8
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オ

ネ

HOKA ONE ONEの
シューズでかなえる
世界中で愛用者が急増し、ロード＆トレイルランニングシューズ業界で話題を集めるブランド、
ホカ オネオネ。ロードのベストセラー“クリフトン”の最新モデル「クリフトン４」に秘められた
独自のテクノロジーに迫ります。

極上
ラン

世界中のランナーが驚いた クリフトン４に新色が登場
ホカ オネオネのシューズの特長は、通常のランニングシューズの約２倍のボリュームを持ったミッドソー
ル、つま先とかかと部分を削ぎ落とした独自のアウトソール形状、シューズと足が一体化したかのよう
な安定感。これらのテクノロジーを集結したクリフトンシリーズは、業界賞を受賞。
「極上のクッション性、
スピードも出せて驚くほど軽い」と、多くのランナーの走りを変えてきた。最新モデルのクリフトン４は、
クッション性、軽量性、フィット感がさらに向上。新色の鮮やかなブルーも登場し、通気性抜群の
エンジニアードメッシュが織りなすクールなデザインも際立つ。より速く、より楽に走りたい

まずは標準モデルの
クリフトン４がおすすめ！

Q5

カ

すべてのランナーにおすすめの一足だ。

Q6

トレランシューズが有名だよね？
ホカ オネオネは、トレイルランニングのシュー
ズで世界的に知られているブランドだ。2017
年のUTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブ
ラン）ではシェア２位を誇る。でも、近年ロー
ドシューズも飛躍的に伸びているよ！ トライ
アスロンの2017年アイアンマン世界選手権の
カイルア・コナではシェア１位だったんだ。

❶ ホカ オネオネ アスリートのデイブ・スコッ
トはアイアンマン6回
優勝のカリスマ❷〜❺ 2017年のアイアンマン世界選手権の
様子❻初代モデル「マファテ」❼ トレイル入門者におすすめの
「チャレンジャーATR4」❽〜❾ 2017年UTMB® の様子。CCC
ではヘイデン・ホークスが「スピードゴート2」を履いて見事1位で
ゴール 10 創業者ジャン・リュック・ディアード

底部は接地面が多い構造で、
ホカ オネオネ特有の安定感
を実現

10

クッション性がグレードアップ
した新しいフォーム素材は、
“マシュマロのような履き心
地”を実現。厚底でありなが
ら驚くほど軽いのが特徴

CLIFTON４
（クリフトン４）
Diva Blue ／ True Blue
（2018 年２月発売）
、
Black ／ White【本体価格】
17,000 円
（税別）
Men’s 25.0cm-30.0cm（全６色・265g/27.0cm）
、Women’s 22.0cm-26.0cm（全３色・215g/24.0cm）

つま先とかかと部分をなめらかに削ぎ落とした
アウトソール形状は、ロッキングチェアのよう
なローリング運動を導く。自然な体重移動とス
ムーズな足運びを実現するため、より楽に走る
ことができる

ランナー 兼松藍子さんインタビュー

「軽くて、安定感があって、履いていて安心するんです」

トレーニングの時に履いているのはホカ オネオネのクリフト
ン4

7
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ウルトラマラソンや 24 時間走など、長距離のレースを得意とするランナーの兼松藍子さん。ホカ オネオネ
のシューズとの出合いは 2 年前。
「その年の 9 月にスペインで行われるウルトラマラソン世界選手権に出場が決
まっていたのですが、ヨーロッパの路面は硬いと聞いていて、それに耐えられるシューズを探していた時にすす
められたのが、ホカ オネオネのトレーサーでした」
最初に手にした瞬間、
「軽い！」と思い、見た目とのギャップにまず驚いたそう。
「実際に足を入れて走ってみたら、軽いのにクッション性があって、すた
すたと前に進む感じが自分の走りに合っていて、すごく気に入りました」
以前は練習で１日長い距離を走ると、次の日は足に疲れが残ってしまう
ことが多かったというが、ホカ オネオネのシューズを履くようになってか
らはその悩みも解消されたそう。
「たくさん走っても次の日もまた走れるから、トレーニングも積めて、力
もついてきて、結果も残せるようになりました」と兼松さん。
基本的に走らない日はないという兼松さんにとって、トレーニングに、
左は 2017 年 11 月に行われた神宮外苑
レースにとホカ オネオネのシューズは彼女のランニングライフに欠かせ 24 時間チャレンジで、右は 2017 年サロマ
ない存在となった。
湖 100㎞ウルトラマラソンで履いたシューズ

兼松藍子（かねまつあいこ）

1980年生まれ。2016年IAU100 ㎞世界
選手権個人6位入賞、2017年サロマ湖
100 ㎞ウルトラマラソン女子２位、2017年
四万十川ウルトラマラソン優勝、2017年
神宮外苑24時間チャレンジ優勝

OSJ freestyle express vol.49
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プロとして日本の陸上界を
変えるために走り、伝える

2016 年
7

月、八 木 勇 樹 さ ん は 実 業

八木さんは、日本の陸上界が抱える問題

点についても指摘する。それは、駅伝を頂

点とする日本独自のガラパゴス的価値観だ。

で周回遅れになっても、日本の駅伝では区

「日本人選手は、世界大会のトラック競技

世界の選手はそうはいかなくて、世界大会

間賞が取れる。それで食べていけるんです。

団 か ら 独 立 し、
『 株 式 会 社 OFFICE

タートを切った。
『YAGI RUNNING

YAGI』を設立、プロランナーとしてのス

それはかなわないですよ」

また、どうしても管理されたトレーニン

で勝たなければプロとして食べていけない。

グ環境では、主体性は生まれにくい。八木

の 指 導、トレーニン グ ジ ム『SPORTS

SCIENCE LAB』の プロデュースな

さんがプロとして独立した背景には、そん

TEAM』 の 代 表 と し て 市 民 ラ ン ナ ー へ

者として東京オリンピックへの出場を目指

少しずつでも変えていきたいという気持ち

な日本の陸上界が抱えるさまざまな問題を

ど、その活動は多岐にわたる。自身は競技

オリンピックを目指すというのであれば、実

が大きかった。八木さんが力を入れる市民

し、日々トレーニングに励む毎日だ。単純に

業団に所属してトレーニングだけに集中す

る方が有利なのではないか。そんな疑問に

八木さんは次のように答えてくれた。

「確かに独立した当初はいろいろ大変でした。

会社やチームの立ち上げ、トレーニングジム

の設計など、それらにかなりの時間と労力

がかかりました。ジムに夜中の２時くらい

までいるなんてこともざらで、そんな時は

『俺、競技者として大丈夫かな』なんて思っ

たりしたこともありましたね。実業団の時

は、栄養士さんがいて食事も出るし、決まっ

た日には給料が入ってくる。
ただ、
監督やコー

チの管理下におけるトレーニングというもの

日本の陸上競技を世界レベルに押し上げ

に疑問があったんです」

たい。これも、オリンピック出場とともに

八木さんの目標の一つだ。日本の陸上界のト

く遅れていると、八木さんは感じている。

レーニング方法やシステムは、世界から大き

ランナーへのサポートも、日本に正しいト

「僕は現在、ガーミンのサポートを受けてい

レーニング方法を根づかせたいという気持

ますが、実は実業団の時にランニングウォッ

価値観が一気に変わったんです。それまでの

ちの表れだ。そこでは個別のトレーニングメ

チをガーミンにしたことで、トレーニングの

トレーニングといえば、どれだけの距離をど

ニューからランニングフォームチェックまで、

彼自身が考える最新のメソッドを提供して

喜一憂するというものでした。でも、トレー

いる。

れだけの時間で走れるか、またその結果に一

た主観的な感覚で行っても意味がないとい

ニングを突き詰めて考えていくと、そういっ

走ることは考えられません。ガーミンから得

「僕のメソッドでは、もはやガーミンなしで

られる精度の高いデータをもとに、トレーニ

なデータとしてトレーニングの質を判断し

ていくことが重要だと思っています。そのた

ので」と話す八木さんは、
“日本の走りを変え

ングをしていくことが大前提となっている

うか……。それより、心拍の数値を客観的

めには選手一人ひとりに最適化されたトレー

これまでは胸に心拍ベルトを巻かない
と、上下動やピッチ、ストライド、接地
時間とバランスなどを計測することは
不可能だった。
『935』なら腰の後ろ
にクリップ型の装置を着けるだけOK。
これと光学式心拍計でトレーニングに
必要な数値がすべてが出せる。
「僕
の場合は心拍ベルトはどうしても締め
つけが苦手だったけれど、
これならレー
ス本番でもつけられます」。
（八木さ
ん）

ニングが必要で、今の実業団の多くは、そ

ばかりだ。

Garmin Elevateリストタイプ心拍測
定技術を使用した、心拍トレーニング
により効果的な運動を行うことができ
る。
「トレーニングでは基本的に心拍を
最も重要視しています。走っている時
にこの時計を確認するのは、ほぼ心
拍。心拍ベルトが苦手なので、この光
学式心拍計は大きなメリットです。ま
た、
これは本当に精度は高い！ ガーミ
ンを選ぶ理由はまさにこれです！」。
（八
木さん）

ランニングダイナミクスポッドで
フォームをチェック

る”という大きな目標に向かって走り出した

正確な光学心拍計測が
トレーニングの質を上げる

が実情です」

ForeAthlete 935の
先進的な機能とは？
®

独立してプロのランナーとしてやってい
くというのは、トレーニングなど、すべ
てのことを自分の判断で行う必要があ
るということだ。しかし、八木さんには
トレーニングに関しての不安はなかっ
た。なぜなら、トレーニングに必要な情
報は、すべてガーミンから得られるから
だ。八木さんのトレーニングを支えている
の機能を紹介！
『ForeAthlete® 935』

のレベルでのトレーニングができていないの

八木勇樹がコーチ代わりにする

力向
に競技
常
。
…
考え
には…
自身の
は
るため
彼
な
。
に
勇樹
た。
ベル
ー、八木
走り始め
戦えるレ
ナ
て
と
ン
し
界
ラ
と
が世
、プロ
るトップ
日本人
ために
て考え
る
め
す
詰
を証明
上を突き
ないこと
は
で
い
が間違

Garmin Connect™
モバイルアプリでデータ管理
『935』はオンラインフィットネスコミュ
ニティ
『Garmin Connect』に自動同
期され、
そこで自分のトレーニング状況
を確認したりソーシャルメディアで共有
したりすることができる。
「ひと昔前な
ら、特別な研究施設でしか測定できな
かった数値を、今はガーミンから簡単
に得られて、それをPCで検証すること
が気軽にできる。この点では本当に
いい時代になったと思います」。
（八木
さん）

トレーニングに使える
ワークアウト機能
『Garmin Connect』にダウンロードし
て自分だけのワークアウトデータを作
成することができる。
「ワークアウトの
設定をすれば、時計が音で距離やイ
ンターバルの指示をしてくれます。こ
れがあれば、
トラックを使わなくても、
大きな道で400mを10本といったト
レーニングもできます。場所を選ばず
に、
そういったトレーニングができるとい
うのは、本当に便利です」。
（八木さ
ん）

視認性と操作性のよさで
ストレスフリー
軽量かつ快適なデザイン。また、その
視認性と操作性の高さは、走っている
時でも、ストレスなく知りたい情報にア
クセス、確認することができる。
「僕は
仕事でスーツの時は『fēnix』、それ以
外は『935』をつけていて、いつでもト
レーニングができるようにしています。
デザインはもちろんですが、バッテリー
の持ちなど、すべてにおいて完成度が
高いと感じています」。
（八木さん）

樹
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ン
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マ
八
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八木選手が
愛用する
ForeAthlete® 935

市民ランナーにも上質なワークアウトを提供する

SPORTS SCIENCE LAB
東京の中心、渋谷区神宮前に八木勇樹さんがプロデュースするト
レーニングジム『SPORTS SCIENCE LAB』はある。最先端の
トレーニング機器が導入されたジムでは、低酸素ラン、ランニング
アビリティ測定、ランニングフォームチェックなど、トップアスリートの
トレーニングメソッドを、その人に合わせた形で提供している。競技
力向上からボディメイクまで目標達成を徹底サポートしてくれるので、
誰でも効果的なワークアウトを行うことができる。
【住所】東京都渋谷区神宮前 4-24-23 胡桃の舎 102
【TEL】03-6447-2293【Mail】info@sslab.tokyo
【営業】火〜土曜 10:00 〜 22:00（21:00 受付終了）
日曜 10:00 〜 21:00（20:00 受付終了）毎週月曜定休
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八木勇樹（やぎ・ゆうき）
株式会社OFFICE YAGI代表取締役兼
プロランナー。YAGI RUNNING TEAM
代 表。SPORTS SCIENCE LAB プロ
デューサー。競技者としても東京オリンピッ
ク出場を目指す。
OSJ freestyle express vol.49
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トレーニングの基本は走ること。
GPS機能で自分のペースを知る

活動量計機能を使って
普段の体づくりに活用
春のシーズンに向けて、しっかりトレーニングしよう！ と思

トレーニングの基本は、やはり走ること。ふだんは、いつものロードラ
ンニングコースで練習している人も、ちょっと目先を変えて、違う場所を

走った距離がわかることで、
モチベーションアップにも
つながるね！

走ってみるのもいいだろう。初めての場所を走る時に気になるのは、果た
してどのくらいの距離を走ったかということ。GPS 機能を使えば、走っ

いつつも、仕事が忙しくて時間がとれないという人も少なくない。
そこでものをいうのが、普段からこまめに体を動かす日常のト
レーニングだ。
「WristableGPS for Trek」は、時計本体の画面に
消費カロリー、移動距離、歩数が表示されるので、その日の活

た距離や速度がわかり、自分のペースを知ることができる。
そもそも GPS とは何なのか。GPS とは、Global Positioning System

動量を一目で確認することができる。トレイルを意識したトレー

（グローバル・ポジショニング・システム）の略で、上空にある衛星から

ニングなら、坂道を走ったり、階段を上り下りするのが効果的。

の信号を受信機が受け取って、現在の位置を知るシステム。エプソンの

階段の上り下りを繰り返すことで、トレランに適した脚力が養え

「WristableGPS for Trek」は、高精度の GPS 機能により、距離や速度を

る。また、エスカレーターを使わないといった、日常生活の中で

正確に計測して表示。里山など、ちょっとした標高のある場所を走る時は、

負荷をかけることで、それが立派なトレーニングにもなる。活動

標高グラフナビゲーション機能を使えば、
「あとどれくらい上るのか」と

量は当日を含むトータル 7 日分の履歴が確認できる。

これもトレーニングの
一環だぁ！

いった目的地までの距離や高度を把握することもできる。

春のトレランシーズンが始まる前に

エプソン「WristableGPS for Trek」を使って
トレーニングしよう！

トレランオフシーズンの冬の時期は、春からのシーズンに向けての体づくりが肝要だ。そこで、
高精度GPS機能搭載のエプソン「WristableGPS for Trek」を使ったトレーニング方法を
OSJ編集長滝川次郎が伝授。トレーニングに励んで、来るべきシーズンに備えたい。

Web アプリNeoRun を使って
無理のないプランを立てる
トレランは、実際にフィールドに出て走ることが一番のトレーニング。暖か

走りのデータを分析することで
次回のトレーニングに役立てる

まだ気温が低く、雪もあったりするので、ピークを目指す登山道的なトレイル

ハイキングコースは、鎌倉や青梅、奥武蔵といった、歩いて回ることを
MZ-500Y

ではなく、丹沢や箱根といった低山のトレイルやハイキングコースを走るの

今日はよく走ったな。
帰ったら、今日の走りを
分析してみよう。

コースも決まり、いざトレイルへ。この時期のおすすめの関東近郊の

やっぱり山を走るのは
いいなぁ～

くなったら、トレイルを走ってみよう。トレイルといっても、この時期はまだ

MZ-500L

前提としたトレイル。こうした場所には標識が設けられていて安心して
走ることができるが、コースミスしないよう、分岐点では現在位置を必

がおすすめ。ただし、冬は日が暮れるのが早いので、無理のない計画を立て

ず確認しよう。
「WristableGPS for Trek」
には、
万が一の時に役立つトラッ

るのが肝要だ。そんな時、役に立つのが「WristableGPS for Trek」の Web

クバック機能を搭載。これは、直前に記録したデータを利用して、ルー

アプリケーション NeoRun。登山、ハイキングなど、山に関わるすべての人を

ト上の現在地から出発地点に戻るためのナビゲーションをする機能で、

対象にしたコミュニティサイト、ヤマレコとの連携で、NeoRun にコースルー

同じ道順で下山したい時や、天候の変化による途中下山時にも使える。

トを取り込むことができる。また、走行距離、走行回数、合計タイムなどの

トレイルから戻ったら、今日の走りの振り返りを。Web アプリの

トレーニング指標に加えて、近年、トレイルランナーが重視する累積上昇高

NeoRunや、
スマートフォンアプリのEpson Run Connect for Trekにデー

度や累積下降高度も NeoRun 内に表示することができる。しっかり計画を立

タを転送することで、ペースやスピード、軌跡などが表示され、今日の
走りをさまざまな角度から分析できる。

てて、今度の週末はフィールドに飛び出そう！
国土地理院の電子地形図を使用しています。

トレイルランナー 北島良子

エプソン「WristableGPS for Trek」をつけて
走ってみた！
か つては実業団に所 属し、現 在はトレイルランナーと
して 活 躍 する北 島 良 子さん。そ んな彼 女にエプソン
「WristableGPS for Trek」
をつけて走ってもらいました。
週 2 回、埼玉県所沢市にある航空公園でランニング教室「RUN 塾」を
開講している北島さん。午前中の練習の後、エプソン「WristableGPS for
Trek」をつけて、公園内を走ってもらいました。
時 計 を つ け て、まず 最 初 に 出 た 言 葉 が「 うわぁ、 軽 い で す ね！」
。
「WristableGPS for Trek」の最軽量モデルの重量は約 65 ｇ。普通のアウトド
アウオッチと同程度の重さなので、女性の北島さんにとっても負担はまったく
感じないようです。
「トレランは長時間走るだけに、ストレスなく走れる、こ
の軽さはうれしいです」
。さらに、ベルトの色にも「かわいい！」と女性らし
い反応。無骨なイメージが強いランニング用ウオッチが多い中、この色なら
普段使いできそうです。操作に関しては、
「私を含め、女性はメカに弱い人が

トレイルランナー

北島良子（きたじまりょうこ）

1976年秋田県生まれ。RUN塾塾長。2005年
世界陸上マラソン代表。2015年、日本山岳耐久
ので、わかりやすくていいですね」と好印象。今度は実際に山で試してみたい、 レース・ハセツネCUPで女子総合優勝。マラソン
と初めてつけた「WristableGPS for Trek」に終始、ご満悦の北島さんでした！
の自己ベストは2時間24分54秒。

多いと思うんですが、この時計は日本製だし、ディスプレイが日本語表記な
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または

スピード重視のロードが
苦痛に感じてきて
わたしがトレイルランニングを
始めたのは今から８年前。その前は
ロードを走っていました。さらにそ
の 前 は バ ド ミ ン ト ン の 選 手 で し た。
小学生の時からずっとバドミントン
をやっていて、高校の時はインター
ハイに出場。大学卒業後は東北の金
融機関の実業団に所属。それが今も
勤めている会社です。実業団には３
年ほど在籍しましたが、結果が出せ
なくて引退。会社にはそのまま残り
ました。仕事に慣れてきた頃、なん
か体を動かしたいなと思ってジムに

ました。そうしたら、友達の輪がど

いと思ってランニングクラブに入り

自然のある場所を走るのかなってい

とはほとんど知らなくて、公園とか

スに出ました。でも、トレランのこ

㎞のトレランのレー

んどん広がって、とっても楽しかっ
う程度。当日は雨で、シューズが汚

７月に初めて

たんです。でも５年くらいたった頃
れるのがいやだったので、履き古し

走っていたんですけど、仲間が欲し

㎞とか走

る と、 も と も と 悪 か っ た 腰 が 痛 く
ニールのゴミ袋をかぶるというスタ

たランニングシューズに、雨具はビ

かな、ロードのペースで

なったりして。そんな時、誘われて

長い距離もゆっくり走れば腰も痛く
う感覚にとらわれたんです。そうい

たことで、なんか懐かしいなぁとい

イル（笑）。でも、その時、山を走っ

ならないし、何よりもスピード重視
えば、子どもの頃、家の近くの山を

㎞ の ウ ル ト ラ マ ラ ソ ン で、

の、ロードのあのピリピリとした雰
よく歩いていたなって。雨の中、転

だからトイレがないこと、多いですし。

走った

囲気がないのが居心地よかったんで
んでドロドロになったり、這いつく

OSJ そうですよね。実際、トイレ問題、どう対処して

OSJ 女子がトレイルレースに出る時って何がたいへんか

す。で、その後、トレイルランニン
ばって急な岩場を上ったりもしたん

いますか？

だ、これからトレランを始めてみた

クニカルな場所を走るのが好き。た

お風呂にゆっくりつかったり。トレ

な い 週 末 は、 家 で Ｄ Ｖ Ｄ を 見 た り、

日は山に入ることが多いかな。走ら

ウェアは ど う していま す か？ ロードランナーと

聞けてよかったです。ありがとうございました。

ろいろ苦労してるんです。本日は女子的立場からのお話が

OSJ わかる、わかる。男子の知らないところで女子もい

にも濃い色のネイルを塗るという……。

ル走った後は爪が真っ黒になっちゃうので、それを隠すため

上宮 わたしは足、ペディキュアです。というのも、トレイ

とも大きいんですよね。上宮さんはネイルしますか？

ありますが、モチベーションアップにもつながるっていうこ

多いですよね。ネイルするのは、おしゃれの意味ももちろん

OSJ トレイルランナーに限らず、ネイルをしている人も

なるので（笑）
。

上宮 日焼け止めは塗ります。最近、ちょっとしわが気に

OSJ 美容にも気を使いますか？

はいて、短パンとの重ね着はしないですね。

パンの重ね着は足が短く見えるので（笑）
。冬はタイツだけ

すると、笹やぶとかで傷がつくことも多いけど、タイツと短

上宮 わたしもはきません。基本、短パンのみ。足を露出

いですが。

違って、トレイルランナーはタイツをはかない人が多いみた

OSJ

気をつけるようになりましたね。

入る前の日はお酒を飲まないようにしています。食事にも

酒を飲んでいましたが、トレランを始めてからは、特に山に

上宮 ロードばかり走っていた頃は、夜はしょっちゅう、お

上宮 やっぱり、トイレですよね。ロードと違って、山の中

といえば……

グという競技があることを知りまし
ですが、大人になって、こんな場所

た。
を上ることもないし、なんて面白い
んだろうって。わたし、子どもの頃
から障害物競走が好きだったんです
が、トレランはまさに大人の障害物

初めて出たレースで感じた
懐かしいという気持ち
友 達 に 誘 わ れ て、 ２ ０ ０ ９ 年 の

い と い う 人 に は、 わ た し の よ う に

ランは好きだけど、トレランが恋人

止まって道を譲ること。また、追い越す際には、相手を驚かすことのないよう、遠くから声をかける

通い始めて、そこで走ってたんです。

ロードの延長でいきなりレースに出

というわけでもなく。今、住んでい

特に気をつけたいのが、登山者やハイカーとの関係。山は「上り」が優先。上ってくる人には、立ち

ただ、ずっと競技者として過ごして

るのではなく、トレランのイベント

るところは東海自然歩道が近くなん

●山でのマナーはしっかり守ろう！

きたので、結果を出したいと思い始

やセミナーに参加したり、経験者に

です。いつか名古屋から実家のある

ておくことも大切。

めて。それでマラソン大会に申し込

山 に 連 れ て い っ て も ら っ た り し て、

京都までのトレイルを走りたいなと

するのはもちろんのこと、天候悪化に備えて、いつでも引き返すエスケープルートを事前に把握し

㎞の部に出たら、女子の２位

トレイルランニングの魅力というも

思っていますが、最近は海外にも目

季節だったりすると、命の危険に直結しかねないことも。それだけに、防水効果の高い雨具を携帯

んで

のに一度触れてもらいたい。同じ走

を 向 け て い て、 昨 年（ ２ ０ １ ７ 年 ）

が、雨による低体温症の発症。体がぬれていると、体温が急激に変化し、標高が高い場所や寒い

になり、賞品ももらって、これは楽

ますよ。練習は、平日の夕方に週３

る競技でも、トレランとロードは異

はアメリカとフランスで走ってきま

山は天候が不安定で、平地で晴れていても、山の上は雨が降っているということも。特に危険なの

し い な と（ 笑 ）。 も と も と 走 る こ と

競走だなって。人によって好き嫌い
回ほどロードを

なりますから。もちろん、山という

した。今年の２月には香港のレース

㎞くらい走り、土

はあるかと思いますが、わたしはテ

自然の中を走るだけに、装備もしっ

に参戦する予定です。
（聞き手／高橋寿子）

●天気の急変に注意！

12
Trail Running

20

かり準備してくださいね。

名古屋から京都まで
東海自然歩道を走ってみたい
２０１６年の春に異動になり、今

ト レ イ ル を 走 る の に 特 に 気 を つ け た い こ と
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13

は名古屋支店に勤務しています。よ

など、十分な配慮を。自然を壊さないよう、道のないところは走らない、ゴミを捨てないというのは

水・食料

30

く聞かれるんですが、普段はストッ

山中温泉トレイルを征した高村貴子選手と

は好きでしたし。で、最初は１人で

ヘッド
ライト

10

1978 年京都府生まれ。2009 年より
トレ
ランを始める。初めて出たレース「2009
年泉ヶ岳トレイルレース」
女子 2 位。
「2013
年信越五岳トレイルランニングレース」女
子 2 位、
「2016 年 OSJ 新城トレイルレー
ス」優勝、
「TDS2017（119㎞）
」11 位。
写真は 2017 年 10 月に行われた「OSJ
山中温泉トレイルレース」の時のもの。女
子 2 位となり、表彰台に上がった。

→食料は少量で運動時に
必要なエネルギーが補給でき
るエナジーフードのほかに、ふ
だんから食べ慣れているもの
を持っていこう
↑体温を保持してくれる保温
シート。軽量でコンパクトだが、
広げると掛け布団並みの大き
さになる。防寒対策に役立つ

登山者でにぎわう安達太良山山頂付近。
「OSJ 安達太良山トレイルレース」
では、
山頂付近は走らず、
歩くというルールになっている

最低限のルール。

↑風をさえぎるアウターシェル。走って汗をか
いた体は冷えやすい。休憩時にはおることで、
体感温度の低下を防ぐ

50

キングはいて、制服着て、仕事して

上宮逸子（うえみや いつこ）

10

け

わ

→冬は手がかじか
んで、
グローブはこ
の時期欠かせない
アイテム。タッチパ
ネル対応のものな
ら、はめたまま携帯
の操作ができる
↑山の天気は変わりやすい。それだけ
に完全防水の雨具は必携だ。最近
の雨具は軽くてコンパクトなので、荷物
にならない

↑転んだり、枝葉で傷をつくってしまっ
たりと、
もしもの時の応急処置に。絆
創膏や消毒液などがセッ
トになったも
のが市販されている
↓万が一、暗くなってしまった時のために、
ライトも必ず持 サバイバル
参しよう。初心者は両手が空くヘッドライ
トがおすすめ
シート

わたしがロードランナー から
トレイルランナー になった理 由。
グローブ
ファースト
エイド
キット

シェル

写真／播本明彦

この時期、ザックの中に
入れておきたいアイテム
まずは
ムを
必要アイテ
！
そろえよう

上宮逸子
（30代女性、金融機関勤務）
トレランを始めてみたいと思ったら、初心者向けのツーリングイベントに参加してみよう。
その際に必要なアイテムをピックアップ。特に、冬の今の時期は防寒対策を万全に。

雨具

ランナーの中には、ロードランニングを何年か経験した後、
トレイルランニングに転向す
る人も少なくありません。上宮逸子さんもその一人。2017年10月29日に行われた
「OSJ山中温泉トレイルレース」で女子２位に輝いた上宮さんに、
トレイルランニング
を始めたきっかけとともに、これからトレイルランニングを始めたいと思っている人のた
めのアドバイスを伺いました。

The First Step to Challenge Triathron

トライアスロンに
チャレンジするための

手でトライアスロンを断念して

のがスイムといわれ、泳ぎが苦

３種目で一番ハードルが高い
回はスイミングスクール、もう

上プールに足を運ぶこと。週１

プール通いを習慣化することが

わったことのおさらいのために、
大切です。泳げる人はプールで

１回はスイミングスクールで教

えば、トライアスロンを始めら

いる人が多いようです。逆にい
れた人は泳ぎを克服できたから

しょう。

実践トレーニングを組み入れま

の練習に加え、春以降は海での

泳 げ ない 人 は まっさ ら な 状

といえるでしょう。
態 か ら 始 め る こ と で、 正 し い
フォームを身につけることがで
ずはスイミングスクールに通い

きます。いい機会だと考え、ま
ま し ょ う。 少 し 泳 げ る 人 も 自
己流の泳ぎを正しいフォームに
直す必要があるので、早めにス
ます。

クールに通うことをおすすめし
つまり、スイムが苦手な人が
泳げるようになる一番の近道が、
近所もしくは会社の近くの行き
やすいスイミングスクールに通
うことです。理想は、週２回以

バイク ㎞、
ラン ㎞）
、
鉄人レースとも呼ばれる
「アイアンマンディ

も多く挑戦する「オリンピックディスタンス」
（スイム１５００m、

2.5

㎞、ラ

20

ン ㎞の「スプリントディスタンス」
。競技時間は 時間半～ 時

者に本紙がおすすめするのは、スイム７５０m、バイク

る。
「２０１８年はトライアスロンに挑戦してみよう」と考える読

まな距離のレースがあり、自分のレベルに応じて選ぶことができ

42

2

時間

分）なので、ハーフマラソンを完走できる体力

く泳げなかった人でも、週１回の練習を

ヵ月ほど続ければ、長

れば、 ｍ、 m をゆっくりでも泳ぎきれるようになる。まった

は「息継ぎができるようになる」ことを目指そう。息継ぎができ

多くの人にとって高いハードルとなるのが「スイム」だが、最初

がある人なら問題なく挑戦できるだろう。

限 時 間は

間（国内でトップレベルの規模を誇る木更津トライアスロンの制

1

時間 体

2

ろう。初心者も挑戦しやすいレースが全国で開催されているので、

られそうな種目は何かを知り、練習内容を工夫していくといいだ

を動かし続けるための自分のペースがつかめたら、タイムを縮め

ポーツといわれるのは、そこに理由がある。まずは、約

めたチャレンジを達成する喜びは大きい。年齢を選ばない生涯ス

アスロンには、完走そのものをたたえ合う文化があり、自分で決

初回レースの目標は、
「自分のペースで完走する」こと。トライ

く泳ぎ続ける体の動かし方を習得できるようになるだろう。

3

「館山わかしおトライアスロン大会」

6月下旬
開催

千葉県房総半島の南端、温暖な気候に恵まれた館山市
で行われるトライアスロン大会。通称「タテトラ」
。穏
やかな波で泳ぎやすい館山湾、海からの爽やかな風を
感じながら走る海上自衛隊館山航空基地内コースな
ど、
初心者でも挑戦しやすいコースが用意されている。

コースの特徴や制限時間などをチェックして、エントリーしてみて

個人のスプリントディスタンスレース以外に、仲間3
人で行う駅伝スタイルも人気。海で本格的なレースを
楽しみたい人におすすめ。
自衛隊基地内の広大な滑走路を走る

はどうだろう。

「沼津千本浜トライアスロン」

スイムやランとは違い、道具

ドバイクセミナーを開催してい

が肝心。バイクレンタルやロー

のバイクはロードバイクがよい

スイムやバイクよりもなじみ

ン グ に な ら な い よ う、 積 極 的

ように、初めから嫌なトレーニ

たら１週間に１回、１時間続け

のある人が多いラン種目。トラ

て 走 る LSD ト レ ーニン グ を

にウォーキングを入れたプログ
をしていない人は少ないかもし

取り入れます。日常的にランニ

ラムを組みましょう。慣れてき
れません。しかし、スイマーや

ングを行っている人は、ランニ

という人で日常的にランニング

サイクリストがトライアスロン

イアスロンにチャレンジしよう

にチャレンジするとなると、走

ずからランのトレーニング量が

トレーニングが加わるので、自
減ってきます。エアロバイク→

ングのほかにスイムやバイクの
が苦手な人はまずは速足での

る 習 慣 を 身 につけ な け れ ば な

ウォーキングから。ウォーキン

トレッドミルと、バイク、ラン

りません。そんな方を含めラン

グに慣れてきたら、徐々に走り

行うブリッ
クトレーニ

を連続して

ングを取り

続けるのではなく、
「 ウ ォー キ
ング→ラン→ウォーキング→ラ

出します。ただ、いきなり走り

ン」と交互に行い、大きな負担

ができます。

レーニング

践に近いト

入れると実
グ１㎞→ラン５㎞→ウォーキン

次のステップは「ウォーキン

にならないように。

グ１㎞」など、ランの距離を少
しずつ伸ばしていきます。この

14
Triathron

初心者はスプリントディスタンスから挑戦！
スイム、バイク、ランを続けて行う耐久レースという、過酷な
イメージが強いトライアスロン。最後にフルマラソンを走る「アイ
と決めつけてはいないだろうか。

アンマン」がトライアスロンだと思い、
「自分には絶対にできない」
トライアスロンには、プールで泳ぐこともある「スーパースプ
リント」
（スイム４００ｍ、バイク ㎞、ラン ㎞）から、初心者
10

スタンス」
（スイム ㎞、バイク 180㎞、ラン ㎞）などさまざ

40

2

25

３種目を同時に練習するなんて大変！ と思われがちですが、３種目ある
からこそ飽きずに練習を続けられるともいえます。スイム、バイク、ラ
ンそれぞれをどう練習していけばいいのか、そのポイントを紹介します。

が 必 要 な バ イ ク 種 目。 バ イ ク

るショップがベストです。ター

スロンに特化したトライアスロ

いよいよバイク購入。トライア

を覚悟しなければならないので、 ゲットにするレースが決まり、
ません。しかし、トライアスロ

二の足を踏む人も多いかもしれ

すぐにバイクを購入する必要は

ンに挑戦と決めたからといって、 ンバイクがありますが、１台目

イクリングやロングライドなど

なら、ロードバイクは通常のサ
でも楽しめるからです。バイク

のではないかと思います。なぜ
ングを行いましょう。実践に近

ありません。まずはスポーツジ

いスピニングバイク（競技者向

メーカーもさまざまなので、サ

ムのエアロバイクでのトレーニ

似たエアロバイク）が置いてあ

けの仕様にしたロードバイクに

たバイクをアドバイスしてもら

イクルショップにて自分に合っ
るスポーツジムだと、よりよい
エアロバイクトレーニングに

トレーニングができるでしょう。 いましょう。
慣 れ た ら、 自 宅 も し く は 会 社
から通いやすいサイクルショッ
プを探します。サイクルショッ
プは必ずスポーツバイクを専門
に扱っているところを選ぶこと

10

3.8

15

50

8月上旬
開催

駅伝スタイルも大盛り上がり

文／田中瑠子

長めの制限時間がうれしい

を持っていない人にとって出費

初心者におすすめのトライアスロン大会

5

毎年8月末に開催される、国内最大規模の通称「きさト
ラ」
。トライアスロンの大会に初出場または2回目の参
加者が約4割を占め、長めの制限時間が設定されてい
るなど、初心者トライアスリートにも優しい大会。

今まで運動していなかった人でも、何歳からでも挑戦できるのがトライアスロン。
「きつそう」というイメージにとらわれず、完走を目指して一歩を踏み出してみませんか。
8月下旬
開催

「木更津トライアスロン」

RUN

2018年は
トライアスロンに
チャレンジしよう！
BIKE

OSJ freestyle express vol.49
OSJ freestyle express vol.49

Triathron

15

SWIM

アスロ
《チーム OSJ トライ

ン 51.5 四期生》
メンバー大募集！

泳ぎが苦手、自転車を持っていない、ランが不安。でも、
トライアスロンにチャレンジしてみたい！ そんなあなたの挑戦を応援す
る「チーム OSJ トライアスロン 51.5」は、四期生を募集します。2 月
から 6 ヵ月間トレーニングを積み重ね、トライアスロン・オリンピック
ディスタンスにチャレンジしましょう！

参加対象................................. 15 歳以上の健康な男女、トライアスロンが初めての方
募集期間................................. 2018 年 1 月 10 日（水）～ 2 月 10 日（土）
定員......................................... 20 名
参加費..................................... 3,240 円（1 回）
レンタルバイク代.................... 1,080 円（税込）
練習スケジュール（予定）..... 3 月 4 日（日）
、4 月 7 日・8 日（土・日）
（トライアスロン合宿）
、5 月 6 日（日）
、
6 月 23 日（土）
、7 月 7 日（土）※ 8 月以降は OSJ 湘南クラブハウスHP にてお知らせします。
レース参戦（予定）................ 8 月 5 日
（日）
沼津千本浜トライアスロン駅伝にチームで参戦
（スイム 0.75km/
バイク 20km/ ラン 5km）9 月 22 日（土） 九十九里トライアスロン・オリンピックディスタンスに参戦（スイ
ム 1.5km/ バイク 40km/ ラン 10km）

申し ク・ディスタンス」とご記入ください。今までのスポーツ歴がありましたら備考欄にご記入ください。
込み http://www.powersports.co.jp/clubhouse/
方法

OSJ 湘南クラブハウスのホームページの申し込みフォームへ。プログラム名は
「チーム OSJ オリンピッ

お問合せ先：OSJ 湘南クラブハウス TEL：0467-61-2235/ E メール：info@outdoorsports.jp

PRESENT

OSJトレイルランニングレースシリーズ後半戦＆SDA5月
ITAMURO 100〔2017年7月29日（土）、30日（日）〕

OSJ の感想とともに、皆さんのご応募、お待ちしています。

A

ガ

ー

ミ

ン

GARMIN

オリジナルナップサック

OSJトレイルランニングレースシリーズアンケート
で常に上位に入る人気スポーツウオッチメーカー
「GARMIN」から、
オリジナルナップサックを５名様にプ
レゼント。

B

ホ

カ

オ

ネ

オ

ネ

HOKA ONE ONE

C

HOKA ONE ONE
ゼッケンベルト

パ

ワ

ー

バ

ー

PowerBar

PowerBar Tシャツ

「PowerBar」のロゴが入ったTシャツを5名様にプレ
ゼント。希望者はサイズを記入のうえ、
ご応募くださ
い。

ロード＆
トレイルランニングシューズ業界で話題のブラ
ンド「HOKA ONE ONE」のゼッケンベルト
（非売品）
を、HOKA ONE ONEオリジナルミニブックと一緒に
3名様にプレゼント。

アンケート結果発表！

D

パ

ワ

ー

シューズ

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。

表

1パック
3名様

E

トップスピード

トップスピード／
ウルトラミネラルタブレット

アスリートのパフォーマンスを支える決戦用ドリンク
「トッ
プスピード」
（1袋20ｇ）
を４名様に、運動時の発汗で
失うミネラルを効率よく補給するドリンク用タブレッ
ト
「ウ
ルトラミネラルタブレッ
ト」
（1袋20粒入り）
を1名様にプ
レゼント。

順位

ブランド名

1

サロモン

2

ソックス

トップス

順位

ブランド名

20%

1

タビオ

12%

モントレイル

16%

2

DRY MAX

10%

3

アルトラ

14%

3

injinji

7%

4

HOKA

11%

4

c3fit

6%

5

inov-８

9%

5

R×L

5%

その他

30%

その他

60%

バックパック
順位

ブランド名

1

サロモン

2

ザ・ノース・フェイス

3

ブランド名

ブランド名

1

ザ・ノース・フェイス

19%

2

パタゴニア

13%

3

サロモン

7%

4

モンベル

6%

5

アディダス

3%

5

ファイントラック

3%

その他

49

22%

1

オークリー

16%

2

アルティメイトディレクション 15%

4

グレゴリー

7%

5

マウンテンハードウェア

4%

その他

36%

順位

ブランド名

順位

ブランド名

1

ザ・ノース・フェイス

22%

1

ファイントラック

2

モンベル

13%

2

3

パタゴニア

11%

4

サロモン

5

ライト
順位

ブランド名

20%

1

ペツル

スミス

5%

2

3

スワンズ

4%

4

JINS
その他

インナー

ウィンドブレーカー

順位

サングラス
順位

シューズ、バックパックともに安定してサロモンが第１位。時計ではスント、インナーではファ
イントラックが 30％以上のシュアを獲得。北関東の地でもアートスポーツの人気が高い。

テーピング
順位

ブランド名

33%

1

ニューハレ

26％

ザ・ノース・フェイス

4%

2

ゴンテックス

6％

3

ミレー

3%

3

ピップ

2％

8%

4

CW-X

2%

4

3M

1％

OMM

2%

4

サロモン

2%

4

KT

1％

その他

44%

その他

56%

その他

64％

時計
順位

ブランド名

26%

1

スント

ブラックダイヤモンド

22%

2

3

ジェントス

14%

2%

4

レッドレンザ―

69%

5

サプリメント
順位

ブランド名

33%

1

パワーバー

ガ―ミン

20%

2

3

エプソン

18%

5%

4

カシオ

SILVA

2%

5

その他

31%

ショップ
順位

ブランド名

13%

1

アートスポーツ

15％

パワージェル

7%

2

さかいやスポーツ

7％

3

マグオン

6%

3

wild-1

6％

8%

4

ショッツ

5%

4

ナムチェバザール

5％

セイコー

4%

5

アミノバイタル

4%

5

ISI 石井スポーツ

4％

その他

17%

その他

65%

その他

63％

安達太良山トレイルレース〔2017年9月9日（土）、10日（日）〕ライトはブラックダイヤモンド、ショップは東北を中心に展開するワイルドワンが第１位。

シューズはサロモンとモントレイル、バックパックはサロモンとザ・ノース・フェイスが拮抗。

Sもしくは
XSサイズ
3名様

3名様

5名様

裏

【お問い合わせ】
Power Sports ☎0467-84-8651

プレゼントの
応募方法

4名様

トップスピード
【価格】
￥570
（税別）
ウルトラミネラルタブレッ
ト
【価格】
￥1,100
（税別）
【お問い合わせ】
POWER FOODS ☎0467-84-8651

【お問い合わせ】
Power Sports ☎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2018年2月28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

表紙がとても気になって、どこなのかな
と思って見てみたら、なんとわが福島県
でした！ 福島はまだまだ復興の真っ最
中。これからも頑張っていきますよ！
福島県女性（52歳）
／保育士

俺の闘争心をよみがえらせた「Ontake100マイ
ルレース」の記事。3年前の参加以来、2017年
は申し込みすらしなかったレースの記事と写真
を見たことで、完走時の感動を思い出しました。
折れない心をつくり、また参加したくなりまし
た。
「Ontake100マイルレース」
、最高です！
埼玉県男性（57歳）
／会社員

毎回、実にさまざまなアウトドア
スポーツがあるものだと感心して
います。将来、
どのような新スポー
ツが出てくるのか想像もつきませ
んが、面白そうなものが出てきた
ら紹介してほしいです。
東京都男性（55歳）
／教員

シ ャモ ニ ー、行 って き ま し た！「 シ ャモ
ニーの熱き1週間」の記事を「そうそう！」
と思って読みました。
「UTMB」は初めての
参加で、途中、リタイア。
「HOKA」のブー
スでサンバイザーもらいました。
山形県男性（40歳）
／会社員

「シャモニーの熱き1週間」が面
白かったです。私の趣味は登山
ですが、トレイルランニングに
も興味があり、日本の大会しか
知らなかったので、世界のすご
さを感じてワクワクしました。
奈良県女性（36歳）
／会社員
「アウトドア」の雰囲気が伝わりま
す。さまざまな大会にチャレンジし
ている姿にワクワクしてきますし、
いろいろな大会を知ることができま
した。初めて読みましたが、また継
続して読みたいと思いました。
神奈川県男性（18歳）
／大学生

「OSJト レ イ ル ラ ン ニ ン グ レ ース
シ リ ーズ 前 半 戦 ア ン ケ ート 結 果 発
表！」を読んで、みんなが使っている
グッズとかがわかって、とても参考
になった。
埼玉県女性（16歳）
／高校生

連載

庭

に

食

べ

物

を

植

え

る

誰かに預けてしまった暮らしの「足元」の問題は自分のことだった。そう気づいた

が、土のことはまったく知りません。野菜に関しても素人です。それでもやって

わたしは、どうしたらいいのか思案していました。わたしが海にいた頃、感動したこ

みよう。まずは大好きな柿の木を2本植えました。それから、レモン、ミカン、夏ミ

とのひとつが「食べる」こと。そこから始まったのだから、
「陸の食」からやろうと思

カン、ブルーベリー、桃、ブドウ、イチゴ（フルーツばかりになりそう……）
。野菜は、

いました。とはいっても、ここは都市生活圏。農地はありませんし、公園なども整備

春菊、アシタバ、ミョウガ、ニラ、ナス、ネギ。これだけだって、食べられたら上出来

されています。実家には観賞用の庭木が植わっており、畑のスペースはありません。

です。野菜は数ヵ月後には口に入るはずです。日々、手入れをしながら、楽しみに変
わってきそうな予感がしていました。

この際、庭木を食べたいものに変えたらどうだろう？ 見てきた多くの漁村では、

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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1

タビオ

モントレイル

19％

2

3

アシックス

10％

4

ザ・ノース・フェイス

5

inov-８
その他

39％

サロモン

2

村の中に食べ物が植えられていました。街でもやればいいのではないか。よし、や

お金と引き換えに手に入れていた食べ物。自分でつくれば、必要なお金は減って

ろう。業者に頼まず、重機も使わず、自分の手足だけで大木を根から倒していきま

いきます。食べられれば生きられる。お金を稼ぐために仕事をしていた時間も減っ

す。倒した木は、薪として使えば一石二鳥です。パドルではなく、慣れないスコップ

ていくかもしれません。何のために働くのか。そして、何のために生きるのか。改め

やくわを振って数日、自宅の周りの開墾を行いました。やればできる。

て考えさせられることになっていくのです。

ウィンドブレーカー

ブランド名

10％

1

ザ・ノース・フェイス

R×L

5％

2

3

DRY MAX

4％

3

6％

3

アシックス

4％

4

NIKE

6％

5％

5

NIKE

3％

4

サロモン

6％

その他

74％

その他

61％

ブランド名

1

サロモン

17％

2

ザ・ノース・フェイス

16％

3

グレゴリー

9％

4 アルティメイトディレクション 6％
モンベル

4％

その他

48％

順位

ブランド名

12％

1

ザ・ノース・フェイス

アディダス

8％

2

パタゴニア

7％

3

順位

ブランド名

1

オークリー

21％

2

スワンズ

5％

3

スミス

3％

4

アディダス

2％

5

JINS

1％

5

モンベル

1％

その他

67％

順位

ブランド名

1

ブラックダイヤモンド

2

ブランド名

13％

1

ファイントラック

モンベル

12％

2

パタゴニア

6％

3

4

サロモン

5％

5

アシックス

3％

その他

61％

ブランド名

15％

1

ガ―ミン

ペツル

14％

2

3

ジェントス

9％

4

モンベル

5

順位

ブランド名

1

サロモン

2

ソックス
順位

ブランド名

19％

1

DRY MAX

アルトラ

17％

2

3

HOKA

11％

3

モントレイル

5

サプリメント

カシオ

レッドレンザ―

2％

5

その他

57％

11％

4

Itoitex

inov-８

9％

5

その他

33％

6％

3

パワージェル

6％

2

アートスポーツ

6％

9％

4

マグオン

4％

2

ゼビオ

6％

セイコー

3％

5

ショッツ

3％

5

ナムチェバザール

5％

その他

34％

その他

71％

その他

70％

4

Answer4

8％

5

ウルトラスパイア

6％

その他

30％

ソックスは DRY MAX、トップスはパタゴニアが１位。インナーのファイントラックのシュアが
50％超え。東京のトレラン＆ラン専門店 Run boys！Run girls！が大手販売店に迫った。

ウィンドブレーカー

7％

4

アークテリックス

R×L

6％

5

その他

51％

ブランド名

23％

1

ファイントラック

パタゴニア

20％

2

3

ザ・ノース・フェイス

16％

5％

4

サロモン

サロモン

4％

5

その他

46％

ライト

3％
2％

5

Zoff

1％

5

アディダス

1％

その他

70％

インナー
順位

順位

ブランド名

1

ペツル

2

ショップ
7％

6％

スワンズ

78％

ISI 石井スポーツ

ファイントラック

ルディプロジェクト

その他

2

3

2

68％

4

8％

4

1％

その他

7％

2

3％

2％

ピップ

アミノバイタル

19％

スミス

KT テープ

5

ブランド名

ザ・ノース・フェイス

2

4

2％

3％

タビオ

18％

3％

12％

3

ザ・ノース・フェイス

ミレー
CW-X

エプソン

2

2

3
5

ワイルドワン

モンベル

20％

3％

1

1

オークリー

ニチバン

12％

9％

20％

1

3

3

9％

21％

3％

2

injinji

サロモン

4％

アンダーアーマー

15％

パタゴニア

1

ゴンテックス

スント

1

ブランド名

2

パワーバー

ブランド名

サングラス

4％

順位

順位

順位

アディダス

1

19％

ブランド名

ニューハレ

27％

ブランド名

バックパック

1

ブランド名

順位

順位

ブランド名

20％

順位

トップス

テーピング
順位

時計
順位

KOUMI100〔2017年10月7日（土）
〜9日（日）〕
シューズ

インナー
順位

ライト

サングラス

順位

テーピング
順位

ブランド名

52％

1

ニューハレ

37％

ザ・ノース・フェイス

4％

2

ゴンテックス

7％

2

モンベル

4％

3

キネシオ

4％

5％

4

ミレー

3％

4

ピップ

3％

OMM

3％

5

パタゴニア

2％

5

ニチバン

1％

その他

33％

その他

35％

その他

48％

時計
順位

ブランド名

33％

1

スント

ブラックダイヤモンド

21％

2

3

ジェントス

17％

4

レッドレンザ―

5

サプリメント
順位

ブランド名

32％

1

マグオン

エプソン

26％

2

3

ガ―ミン

21％

10％

4

カシオ

SILVA

2％

5

その他

17％

ショップ
順位

ブランド名

10％

1

アートスポーツ

9％

パワージェル

9％

2

さかいやスポーツ

8％

3

パワーバー

8％

3

Run boys! Run girls!

6％

9％

4

メダリスト

6％

4

ISI 石井スポーツ

5％

セイコー

2％

5

ベスパ

5％

5

エルブレス

3％

その他

10％

その他

62％

その他

69％

山中温泉トレイルレース〔2017年10月28日（土）、29日（日）〕ともにザ・ノース・フェイスが１位、バックパックはアルティメイトディレクションが２位に。

シューズは inov-8 が２位、時計は僅差でエプソンが 1 位に。トップス、ウィンドブレーカー

シューズ
順位

ブランド名

1

サロモン

2
3

ソックス
順位

ブランド名

20％

1

タビオ

inov-８

14％

2

モントレイル

13％

4

HOKA

4

スポルティバ
その他

35％

ブランド名

12％

1

ザ・ノース・フェイス

DRY MAX

7％

2

3

R×L

6％

3

9％

4

アシックス

5％

9％

5

c3fit

4％

その他

66％

バックパック
順位

ブランド名

1

サロモン

トップス
順位

19％

3

ザ・ノース・フェイス

9％

4

モンベル

8％

5

グレゴリー

7％

その他

42％

ウィンドブレーカー
順位

ブランド名

15％

1

ザ・ノース・フェイス

パタゴニア

11％

2

サロモン

9％

3

4

アシックス

7％

5

ファイントラック

5％

その他

53％

サングラス

2 アルティメイトディレクション 15％

あしもと

前人未到

21％

1

トップス
順位

3 アルティメイトディレクション 17％

トレイルランニング
の記事が読めるフ
リ ーペ ーパ ーと し て
はたぶん唯一のもの
ですので、これからも
長く続けてください。
愛知県男性（40歳）／
会社員

「Close Up ！パワーバーサポートアスリートインタビュー」で
トライアスリートの西村知乃さんを初めて知りました。こんな
すごいアスリートがいるんですね。アウトドアスポーツ界での
日本人の活躍をこれからも期待しています！
東京都男性（50歳）／会社員

時

ブランド名

ブランド名

5

「 パ ワ ース ポ ーツ ス タ ッフ が
エ プ ソ ンWristableGPS MZ500を 装 着 し て『Ontake100
マイルレース』にチャレンジ‼」
を読んで、ハイスペックなこの
時計が欲しくなりました。
愛知県男性（40歳）
／会社員

いつか必ずチャレンジしてみた
い！ と毎回、見入ってしまう記
事ばかりです。夢を追いかけよう
とやる気が出ます。すてきな情
報、ありがとうございます。
岩手県男性（55歳）／パート事務

僕は自転車が好きでよく乗っています。友達にすすめ
られて読んでみたのですが、写真や図が多くて、すごく
わかりやすかったです。特に、王滝村のマウンテンバ
イクのページに大きな写真が使われていて、興味を持
ちました。他のジャンルについても同じで、読んでい
てすごく楽しかったです。内容の濃い記事が無料で読
めて、
（当たれば）プレゼントももらえるなんてすごい
なと思いました。
岐阜県男性（14歳）
／中学生

Vol.8

「ツール・ド・宮古島2017」の記事が気になりました。私もサ
イクリング部門に出たいと思っているので、それまでジムで
トレーニングします。私の人生の目標は「ツール・ド・宮古島」
と「ホノルルマラソン」に出場することです！
北海道男性（41歳）
／会社員

OSJ48号を読んだ皆さんの感想の一部をご紹介します。
「OSJ」フリースタイル通信は、
全国約1,000店舗のアウトドアスポーツ関連ショップ（P18～19に掲載）で
無料で手に入るほか、WEBの電子ブックでも読むことができます。
2018年も「OSJ」をどうぞよろしくお願いいたします。
http://www.outdoorsports.jp/

初めて読みました。昨年からスポーツクラブ
に通い始めたり、登山を始めたので、
「OSJト
レイルランニングレースシリーズ前半戦アン
ケート結果発表！」の記事を何回も読み、参考
にさせていただきました。切り取って、買い物
に行く時に持っていこうと思います。
大阪府女性（45歳）
／アルバイト

順位

順位

バックパック

VOICE

トレイルランニングの記事がとても楽しみです。
昨年は「OSJ安達太良山トレイルレース」に参加
しました。トレイルランニングは転んだり、滑っ
ても、大人が笑っていられるスポーツですね。
新潟県男性（54歳）
／自営業

ソックス

シューズ

1名様

ブランド名

15％

1

ファイントラック

モンベル

11％

2

パタゴニア

8％

3

4

サロモン

7％

5

アシックス

4％

その他

55％

ライト
順位

ブランド名

1

ペツル

2

1%

NIKE

1%

4

ケイノン

1%

4

モンベル

1%

その他

75%

順位

ブランド名

1

オークリー

14%

2

スワンズ

4%

3

スミス

3%

4

Float

4

ブランド名

26％

1

エプソン

ブラックダイヤモンド

23％

2

3

ジェントス

13％

4

レッドレンザ―

5

マウンテンバイク歴
年 数

1

1年

2

バイクメーカー
順位

ブランド名

12％

1

トレック

２年

10％

2

3

３年

9％

4

５年

5

モンベル

3％

5

タイメックス

3％

5

ベスパ

4％

その他

29％

その他

22％

その他

67％

ヘルメット

MAVIC

10 年

7％

5

キャノンデール

7％

5

その他

54％

その他

47％

順位

2％

4

モンベル

2％

5

ディオーレ

1％

5

ドイター

1％

その他

8％

その他

59％

ブランド名

1

アートスポーツ

8％

2

ISI 石井スポーツ

5％

3

さかいやスポーツ

4％

4

Run boys! Run girls!

2％

4

好日山荘

2％

4

ゼビオ

2％

4

ランウォークスタイル

2％

その他

75％

タイヤ

ブランド名

ホイール

順位

ブランド名

37％

1

コンチネンタル

17％

1

シマノ

14％

ジロ

9％

2

マキシス

17％

1

マビック

14％

3

ベル

8％

3

シュワルベ

14％

3

ボントレガー

9％

7％

4

カスク

7％

4

IRC（ミブロ）

13％

4

ジャイアント

4％

ノースウェーブ

5％

5

スペシャライズド

5％

5

スペシャライズド

8％

4

DT SWISS

4％

その他

36％

その他

34％

その他

31％

その他

55％

ポンプ

XTR

順位

なんと MTB 歴１年の参加者が一番多い。毎年ブース出店しているスコッ
トバイクが確実
に増えている。サドルバックとポンプはトピークが 1 位、
ヘルメッ
トはOGK の強さが目立った。

4

4

23％

ショップ

5％

8％

3％

サプリメント

メダリスト

スコッ
ト

オルトリーブ

66％

4

4

3

その他

9％

8％

3％

50％

カシオ

8％

マグラ

1％

その他

4

スペシャライズド

3

2％

キネシオ

6％

3

4％

ファイテン

5

7％

11％

スペシャライズド

4

2％

パワーバー

ジャイアント

2

3％

3

3

16％

オンヨネ
モンベル

19％

2

スラム

4
5

ガ―ミン

9％

2

3％

3

SIDI

31％

ニチバン

8％

2

トピーク

3

マグオン

13％

1

4％

2

スペシャライズド

70％

5％

ミレー

23％

1

シマノ

ゴンテックス

スント

35％

1

2

9％

シマノ

ブランド名

5％

パワージェル

1

サドルバッグ

ザ・ノース・フェイス

1

シューズ

順位

ニューハレ

24％

14％

ブランド名

1

ブランド名

ブランド名

ギア＆ブレーキ

ブランド名

36％

順位

順位

順位

テーピング
順位

時計
順位

SDA5月〔2017年5月20日（土）、21日（日）〕
順位

インナー
順位

OGK（カブト含む）

ジャージ

順位

ブランド名

1

トピーク

37％

順位

ブランド名

1

パールイズミ

順位

ジャケット

ブランド名

バックパック
順位

順位

ブランド名

19％

1

モンベル

12％

2

レザイン

8％

2

ウェーブワン

9％

2

パールイズミ

10％

3

スペシャライズド

4％

3

チャンピオンシステム

5％

3

ウェーブワン

3％

4

パナレーサー

3％

4

シマノ

3％

3

ザ・ノース・フェイス

3％

5

クランクブラザーズ

2％

5

FOX

2％

5

オンヨネ

2％

5

シマノ

2％

5

オリジナル（ショップ、チーム）

2％

5

カペルミュール

2％

その他

44％

その他

60％

その他

68％

ブランド名

1

ドイター

18％

2

キャメルバッグ

15％

3

シマノ

7％

4

モンベル

4％

5

ザ・ノース・フェイス

3％

その他

53％

OSJ freestyle express vol.49

OSJ Square

16

配布店リスト
店名

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

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
077-526-8421
077-531-0880
077-525-1155
077-521-3415
077-544-2000
077-514-8758
0749-24-6110
0749-21-3167

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

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

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

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

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

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

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
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
06-6743-0330

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

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

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
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

佐賀市
佐賀市
佐賀市
唐津市
唐津市
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催されるレースに出ることが多いとおっ

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

ＯＳＪ 先ほど、自分が行きたい場所で開

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
04-2966-6071
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

046-857-8851
0596-20-2700
0594-45-2200
0594-27-0560
0594-22-3446
0594-45-8560
0594-24-9222
0593-48-0555
059-361-3130
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
059-486-2707

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
092-717-5466
092-712-8909
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
092-753-6910
0940-38-5031
093-873-6011
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

しゃっていましたが。

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
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

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
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
員弁郡

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

年）は行きたい場所に行けて、すごく楽

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

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
0463-25-0058

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

0797-34-3299
072-778-6940
080-3351-5298
0794-25-1448
079-435-5545
079-562-2231
079-562-1002
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
078-391-1121
078-265-1266
078-265-2045
078-333-7037
0798-69-3443
0798-38-1670
0798-81-6933
0798-37-0435
0798-63-7340
072-702-9100
0795-82-8088
0795-82-4566
06-4960-5352
06-6428-5155
06-6439-3888
06-6491-8141
06-6413-5345
0792-37-8739
079-223-7575
0792-30-0450
0792-33-7180
079-280-5520
0797-89-2645
0797-83-0351
078-914-4121
078-938-2010

高知市
高知市
高知市
高知市
高知市
四万十市

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
平塚市

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

芦屋市
伊丹市
伊丹市
加古川市
加古川市
三田市
三田市
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

川内 そうです。だから、今年（２０１７

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

月にスウェーデンのストックホルム、９

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

しめました。５月にチェコのプラハ、６

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

月にはノルウェーのオスロと、どれも初

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

めて訪れる場所で。

電話

高松市
高松市
高松市
高松市
高松市

ＯＳＪ あっ、私、２０１８年のストック

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

川 内 いい で す よ ね、ス ウ ェーデ ン。（ ス

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

ホルムマラソンに行くつもりなんです。

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

あそこのスタジアム（ストックホルム・ス

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

トックホルムマラソンのゴールとなる）

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

ガ造りで、１９００何年か（１９１２年）

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

タディオン）は素晴らしいですよ。レン

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

で、１００年ぐらい前の建物ですから。

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

の オ リ ン ピック の 時 につ く ら れ た も の

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

こうして川内選手と話していると、目

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

の前にいるのが日本トップレベルのマラ

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

ソンランナーではなく、旅好きなラン仲

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

取材した時も、旭川でおいしいものを食

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

間の一人といるような錯覚に陥る。今回

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

話してくれた。だから、有給のほとんど

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

べて帰るのが楽しみ！ とうれしそうに

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

をレースのために使ったり、月曜の朝い

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

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

ちに帰って仕事というスケジュールも苦

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

ではないと。これって、私たちと同じだ

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

違えども、旅が好きで、走ることが好き

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

と思いませんか？ マラソンのレベルは

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

手。今年もどこかのレースでお会いでき

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

なのは一緒。公務員ランナー川内優輝選

都道府県・所在地

ること、楽しみにしています。

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
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
栃木県
WILD-１宇都宮駅東店
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川内優輝選手インタビュー
＜番外編＞
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。今年は念願の東京マラソンに初出場。寒いのが苦手で、
冬は冬眠状態の私も、
せっかくのチャンスを無駄にしないよう、
トレーニン
グに励む毎日。
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