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栃木県塩谷郡

とにかく、開催ありがとうございます！
未だすっきりとは感染収束とはならない中、
この規模の大会を開催するには賛否いろいろな議論があったことと推察します。
その中で今年
も中止またはオンラインでとの選択肢もあろう中、
あえて開催を決断して頂いた主催者と協賛自治体の方に敬意を表します。
毎年マラソン大会が開催されるのが当たり前でなく、主催者、協賛各社、ボランティアの皆様に支えられていることを今一度噛みしめて、
我々参加者もこの大会を支える一員であることを自覚して、大会を精いっぱい楽しませて頂きたいと思います。

東京都東村山市

東京都渋谷区

今回で9回目のエントリー。
開催していただくことに心より感謝します。
コロナ禍でなかなか思うようなトレーニングが出来なかったですが、
今のちからをすべて出し切って笑顔でフィニッシュしたいです。
ずいぶん前、仲良しだったマラソン仲間が25km関門を通過できず、号泣しながら谷川真理さんのインタビューに答えている姿がTVで放
送されたことがあった。
それから数年後に病に倒れ、若くしてこの世を去ってしまった。
今年は彼女の七回忌、彼女は40代で時が止まったままだが、私は還暦になり会社も定年退職した。
元気で走れることを感謝しながら、3年ぶりの長野マラソンを彼女の分まで全力で走り抜きます。
東京から参加していますが長野マラソンは思い入れのある大会です。
シルバーゼッケンを目指して毎年クリック合戦に臨んでいます。

みつじゅん

東京都目黒区

雪が降る中開催された時の辛かった思い出や、
ＰＢを出せたときの嬉しかった思い出などなど。
今年は10月の金沢マラソンで痛めた足首の怪我が長引き練習もうまく出来ない日々が続きました。
足も万全の状態で無いので欠場するか悩みましたが、思い入れのある長野マラソンには出たい気持ちが抑えられずスタート地点に立ちた
いと思います。
当日は一歩一歩ゴールに近づいていきたいなと思います。

米澤美夕妃(ミキティ)

白石真一郎

ひろゆうき

長野県長野市

３年振りに開催される長野マラソンに参加することが出来て感謝しております。
地元開催の長野マラソンは毎年毎年楽しみにしているレースの為、沢山のつらい練習をしてきています。私にとって長野マラソンは修行の
一戦です。
スタートする時のドキドキ感はいつも変わっていません。
Ｑちゃんの応援、the Canadian Clubの歌には元気パワーをいつも貰いながら走っています。
ゴール地点である我がクラブ篠ノ井ＲＣホ
ームグランド長野オリンピックスタジアムを目指して、
スタッフの皆さん、ボランティアの皆さん、沿道の人達に感謝をしながら笑顔smile
でフィニッシュ出来るように42.195キロ走り続けます。沢山の応援の力を借りながら、仲間といっぱい練習してきた成果を全力発揮したい
と思っていまーす。力強い応援宜しくお願いします。
フレーフレー篠ノ井ＲＣ

刈谷市恩田町

コロナ禍以降、走る目的を探していた。
しんどいのに、
つらいのに、
やめればいいじゃんって。暗いニュースばかり。
自分の心と向き合う日々。
時計の針は２０２０年で止まったまま。
どうするんだよって、楽になろうよって、悪魔のささやき。走る目的って、意味って、走らなくてもいい
のかもしれない。
自宅の台所にあった、
お気に入りの七味唐辛子。長野マラソンの出場時は、必ずお土産で買っていた。
もう２年以上も参加
出来ていないので、空になったままの橙色の善光寺絵の缶。気づいた。走る目的は薄れてきても、あの七味唐辛子の味を求め、蕎麦を食べ
る。違った意味で長野マラソンが生活のリズムになっていたんだと。今年やっと開催。練習は出来ていないけど、完走できる様に、少しだけ
でも、来てよかったねって、思える楽しい時間にしたい。開催に感謝です！

東京都世田谷区

やっとリアルなマラソン大会が開催されて感謝申し上げます。私自身は２月に
新型コロナウイルスに感染してしまい一ヶ月間練習が出来ませんでした。
練習再開してやっと制限時間に間に合うかどうかのレベルまで来ました。
長野マラソンの制限時間以内に完走出来なくなったらマラソン大会の参加はやめようかなぁと思っています。長野の雰囲気や皆様の応援
が温かく何とかあと３年は頑張ります。
では４月１７日に会いましょう。
久しぶりの長野マラソン、何年か前の朝は雪が降っていました。
今年は、天気予報だと、晴れて暑くなりそうです。

にこにこちゃん

愛知県北名古屋市

せっかく走れるマラソン大会。
楽しみながら、最後は気持ちで走り切り、笑顔でゴールしたいです。
数々のマラソン大会に夫の応援に行きましたが、
３年前の長野マラソンほど、気合いの入った大会はありませんでした。
「初のサブ３達成」を目標に、
日々夫は練習に励み、当日もいい表情で走っていました。見事に目標は達成し、帰りの応援映像が心に沁みた
ことを覚えています。
目標達成をしたその年に夫は不慮の事故で亡くなりましたが、夫はサブ３を達成し、
とてもうれしかったと思います。私たち夫婦の中でも忘
れられない大会の一つです。

なっちゃん

トシ

KK.KORO

エニグマ

吉岡 慎太郎

マラソン魔神

神奈川県大和市

愛知県岡崎市

長野県埴科郡

京都府向日市

2年ぶりの長野マラソン
第20回記念長野マラソンで初めて出場して以来、大会が放つ魅力に引き込まれており毎年エントリーしてきました。
普段はファンランを中心に色々な大会を走っていますが、長野マラソンだけは自分の限界に挑むべくトレーニングを重ねて真剣勝負の大
会にしています。
そのシーズンの最後を飾るのに相応しい大会であり、
シルバーゼッケンを目指していますが、
この2年間は長野へ行かずに残念な思いでい
っぱいでした。
ようやくコロナの状況が落ち着いて、大会がようやく開催されそうです。
私も当然ながら、大会を主催されている全ての方々の2年間の思いがぎっしりと詰まって素晴らしい大会になる事を願っています。
大会当日に素敵な長野に会えますように。

京都府向日市

初めて出場した第20回記念長野マラソン。
自己ベストへ挑んだ第21回長野マラソン。
これからシルバーゼッケンを目指してエントリーするも、第22回と第23回大会が中止になった。
今年はコロナ禍の中での開催なので家族の応援もない。
2年前とは様相が変わってしまったが、大会に出場できる事がかけがえのない喜び。
大会当日には、憧れて大好きな長野マラソンのコースを隅々まで楽しみつつ、大会に参加できる幸せを噛み締めながらフィニッシュを目指
そう。

新潟県新潟市

カットバセスラィリー

広島県

ダメおやじ

キタオカ

林

栄子

マラソン伸ちゃん

鈴木新一

長野マラソン初参加は2017年大会。
その時の記録は3時間58分。
できれば、2017年大会時の記録を更新したい。
今年で55歳。女性でこの年齢までマラソンを続けていることは、なかなか大変でした。
2017年のフィニッシュ後に書いた
「5年後の自分へのメッセージ」が先日、届いた。確かにそのメッセージには
「五年後もマラソンを続けている」
と書かれていた。続けているよ。過去の自分との約束を守った。
なら、5年前の記録を更新したいじゃない!!
限られた時間の中で、
できる限りのことはしたい。挑戦したい。
一昨年のエントリーから2年 ようやく初マラソン。
まだまだ力不足なので制限時間内にゴールすることが目標です。
今までTVで見ていた長野マラソンに参加できる喜びを、
そして走る楽しみ苦しみを噛みしめて春の長野を走ります。
今年はハイタッチは出来ないだろうけど ゴールで高橋尚子さんに会いたい。
そしていつも力強い司会のジャッキーさんの前で笑顔でゴー
ルできるように頑張ります。

亀田への通勤が
うれしいK

親子でRun

この約2年間エントリーした大会は全て中止に追い込まれましたが、今回は本当に走れそうな気がしてきました。
スタートラインに立つこと
ができれば、大きな前進を感じられるような気がして、今からワクワクしています。第24回長野マラソンが再スタートになるよう頑張りたい
と思います。

待っていました、長野マラソンの開催を！
大会開催に向けて準備をしてくださった皆さんに感謝したいです！まだまだ先の見えないコロナ禍の中、大会の開催決定も大会の運営も
大変だったことと思います。
だからこそ、大会準備をしてくださった皆さんに感謝しながら走りたいし、
こうしてまた長野の42.195㎞を走れるうれしさを噛みしめなが
ら走りたいと思っています。
私にとって３年ぶりのフルマラソンを走ります。いつも大会出場前は走りきれるのか不安で仕方がないですが、久しぶりの今回もいつも以
上に走りきれるのか、不安で不安で仕方がありません。
レースでは、練習の成果が出せるように、
そして42.195㎞全コースを楽しんで走れ
るように頑張りたいと思っています。
大会関係者の皆さん、大会の開催をありがとうございます。
そして久しぶりの大会の開催をおめでとうございます。
わしはカープ優勝のために走るけぇ。
やっちゃろーやぁ！

長野県長野市

待ちに待った3年振りの長野マラソン。中止になった２０２０年５月から、次回大会でのサブ4を目指し、距離を増やし、暑い日も寒い日も雪
が積もっても、意思を強く持ち、
１年１０カ月走り続けてきた。
小学２年時から沿道で応援してくれていた息子も、参加出来る年齢となり今回初エントリー。
シルバーゼッケンの母と初参加の息子。
どんなドラマが繰り広げられるかドキドキ、
ワクワクである。
まずは、抗原検査の第一関門を突破し、
２人でスタートラインに立てますように…。

千葉県勝浦市

開催していただきありがとう
関係者各位にありがとう
家族にありがとう
全てにありがとう
自分に勝つ

長野県中野市

第9回大会から連続して参加しています。5年前に記録したベストタイム3時間12秒を更新したいと思って過ごしてきましたが、
コロナによ
る連続中止、正直参りました。57歳という年齢による身体の劣化もあり、今回の目標を何処に置くか悩んでました。
そんな中、6年程病んで
いた父親が、先月22日に死去しました。毎年、
ゴールして家に帰るとタイムや順位を気にしてくれていましたが、今年はもうありません。練
習も思うようにできず、本番を迎えるようになります。50本近くのフルマラソンに参加していますが、今回は全てリセットし、初マラソンの時
の気持ちで走りたいと思います。

大阪府池田市

目標は完走
年末、バイクで事故に巻き込まれた。足がバイクの下敷きになり、1ヶ月は歩くのさえ支障があった。走れるようになるかなぁ。不安だった。
仕事終わりに神戸から帰宅ラン。高校野球決勝を観に甲子園往復。なんとか走れるようになったけど、
スタミナがない。またあの河川敷地
獄が待っているかと思うといつも時間ギリギリにゴールする私にとっては不安しかない。
3年前のこの大会で取材を受け信毎の朝刊に載せていただき記念になった。同級生も応援してくれている。
今回は主人は参加しておらず1人での参加で寂しいが5回目の長野マラソンを故郷の景観を楽しみながら走りたいと思う。

東京都稲城市

2010年、2013年以来、9年ぶりの長野マラソン出走（フルマラソン42回目）
です。過去2回は、余裕で完走しましたが、今や還暦も過ぎ、加齢
のため体力が落ち、加えてコロナ禍で練習量も減ってしまい、5時間以内で完走できるか不安（先月の東京マラソンは5時間35分）
です。沿
道の声援、ボランティアの皆さんのサポート、大会関係者の皆さんの開催に向けたご努力、家族の協力と理解に感謝し、そして娘の就活の
成功を祈念しつつ、完走を目指します。
１キロ6分30秒のペースをどこまでキープできるか分りませんが、春爛漫の信州を全身で感じなが
ら、気持ちよくフィニッシュします。

沖縄県那覇市

第２１回長野マラソン前月から腰痛により整骨院に通いましたが、腰痛はなかなか治らず大内転筋を強くする取り組みにより回復のきざ
しが見え始めました。
１１月３日ぐんまマラソンは長野マラソンでは失格タイム。
３月２０日石垣島マラソンでフルマラソン２６年連続、
１８
８回目の完走を達成してタイム問題も解消しました。第２４回長野マラソンは第２１回長野マラソンの３時間４６分０８秒を目標にするま
で回復しました。
１年後は腰痛前のタイムに戻れそうです。新潟市から那覇市に移住して遠くなりましたがゴ−ルドナンバ−カ−ドランナ−
は続けます。沖縄本土復帰５０周年、
３年ぶりの長野マラソンがんばります！コロナ禍のル−ルを厳守した応援よろしくお願いします。
「希望」
山に吹く風にのって
鳥が飛ぶ、足が跳ねる
胸に秘めた夢に向かって
君は、颯爽と走りだす
里の活気に風が染まる
あふれる花が、声を放つ

加澄ひろし
（走る詩人）

東京都国分寺市

道にはなやぐ風をうけて
汗を散らす、息を切らす
心に決めた誓いを追って
君は、果敢に駆けてゆく
河原の土手に風が流れる
騒ぐ芽吹きが、耳を打つ
雲をはこぶ風に吹かれて
空が照らす、心が踊る
挑み続ける自分を信じて
君は、最後まで走りぬく
長野の風が呼んでいる
いざ行かん、遥かな道を！

杉本 昭次

木村

安佳

minako

長野県大町市

第1回大会から連続出場をしている63歳のオジさんです。今年は3年ぶりに走らせていただき感謝申し上げます。
目指すはサブ3.5!!
レース中の走りの状態をみて、あわよくばサブ3も狙っていきたいと思っています。練習は、仕事のある日は朝2時に起きて15km、休日は
25km走っています。練習の成果が試せる長野マラソンがとても楽しみです。参加される皆さん、楽しく大会を盛り上げられるよういきまし
ょうねぇ〜☆大会関係者、
ボランティアの皆さま、
当日はよろしくお願い致します。
お世話になります。

埼玉県川口市

コロナ禍の中でのマラソン大会開催ありがとうございます。
日本中で2年間マラソン大会が延期、中止が相次ぎ市民ランナーの皆さんが我
慢していました。生活においては国民の皆さんが窮屈な日々を過ごしています。
さて個人的には第3回のさいたま国際マラソンにエントリー
した時には1mmも走ったことが無く、
そこから3ケ月の練習でなんとか制限時間ギリギリで走り切ってからマラソンにハマり5年、今までに
何とか7回程フルマラソンは完走しましたが、初めて長野マラソンを走ります。(昨年はオンラインで参加しました)レース時は61歳になっ
ており、制限時間5時間は私にはハードル高いですが、必ず完走します。密かにサブ4を目標としています。必ず、
この大変な中大会を開催
して頂ける関係者、
ご協力頂ける長野県民の皆様に感謝して走らさせて頂きます。 感謝！感謝！感謝！完走？

千葉県成田市

長野マラソン関係者の皆様，3年振りの長野マラソン開催 本当におめでとうございます。
遠く千葉から走りに行ってる
「成田ランナーズハイ」の大井シゲちゃん，
よしみちゃん、成田ランナーズハイの皆んなが応援してます!!
3年振りの長野マラソン、思いっきり楽しんで、苦しんで，喜んで、長野の人達と触れ合って、景色に癒されてゴールしてください。
「成田ランナーズハイの大井シゲちゃーーん、体調良かったら走るって言ってたよしみちゃーーん、長野の自然を満喫して楽しんで来てね
ーー!!」
2022年４月17日、午前８時20分の自分へ。

まつざきまさお

高知県高知市

長野マラソンのスタートラインに立っていますか？
スタート出来るなら、楽しんで、苦しんで、感謝してオリンピックスタジアムを目指してください。
2022年3月31日、希望メッセージ入力。
迷ったけど、不安もあるけど、
やっぱり長野へ行きたい。学生時代の思い出、長野オリンピックの記憶を忘れたくない。長野マラソン走りたい。

京都市

あなたを失って4ヵ月、毎日どんだけ辛い日々を過ごしているかわかってくれてるんかな？。いつも
「マラソンでフィニッシュしたよ！」
と報告
LINEをすると
「すごーい！」
「おめでと〜！」
と返事してくれたやん。今までその言葉が聞きたくて走っていたんやで。
それなのになんでなん
や？まだまだこれからの希望を見つけることができないよ。
でも、
これからも走るよ、登るよ。だからお願いやから見守ってえな。
あなたと旅行気分で長野を走るし。黄色に揺れる菜の花を見て、霞む山
を見て、青空の下を一緒にオリンピックの地を駆け抜けよな。完走メダルを一緒に眺めよね。スローな私にはフィニッシュ間に合うかどう
か、
とても厳しいけれどやってみるしかあらへん。
夏には北アルを登るさかい。長野でマラソンと登山の両方できばっていくしな！応援してな！

神奈川県横浜市

長野県内のマラソン大会出場は初めてです。
4月に開催されるフルマラソンへの出場も初めてです。
緊急事態宣言期間中は集団走を控え、昨年の今頃は体重も8kg以上増えてしまいました。
でも、
この1年練習を積み重ね、徐々に走力を取り戻し、
まぁまぁ仕上がったかなと思います。
レース当日、極端に暑くならない事を祈りつつ、
それでいて、風も吹かず、雪も降らない事も祈りつつ、
自分の脚が最後まで保つ事を信じ、
そ
れでも終盤必ずやってくる、
あの苦しみに耐え、何とか3時間20分を切る事ができれば、
きっと笑顔のゴールが待っている！

神奈川県横浜市

いよいよ３年ぶりの長野がやってきました！！
私にとって長野は毎年最大イベントの「長野春の陣」
！ 2009年に感動の初完走以来の10回目の完走を目指したレースとなります。
2012年にはランナー生活20周年の「成人式」
として出場、2018年には初めてシルバーナンバーを着用しての完走など思い出に残っていま
す。
一方でここ数年はつらい思い出も続き2019年は故障により初めてDNFとなってしまい、
フルマラソン完走100回記念レースになるはずで
あった2020年はまさかのコロナ禍で中止に…（100回は昨年の富士山マラソンで達成）。
今年もコロナ禍のブランクでまだまだ不調ではありますがランナー生活30周年記念となるる本年、
４年ぶり、通算10回目の長野フィニッシ
ャーを目指して今年も長野を楽しみ、がんばります！！

徳島県板野郡

はじめまして。60歳の定年退職を機に、健康維持の為ランニングを始めました。その年の半年後、初マラソンに出場して何とか完走するこ
とが出来ました。当面の目標としては、65歳までマラソン大会に参加出来るよう、体力維持や健康を保つよう、
日々努力することを決意しま
した。
お陰様で、
それから5年が過ぎ今年65歳になりました。
コロナ禍により、
ここ3年は大会の参加はできておりませんが、
目標としております今
年、
ここ長野で参加出来ることとなりました。有難い事です。感謝しております。是非とも、途中棄権とならないよう、頑張ると共にしっかり
と健康であることを楽しみたいと思っています。
無事、完走出来ましたら、次は70歳まで大会に参加出来るよう、努力したいと、新たな目標とします！皆様、宜しくお願いします。

ムラナオ

岡山県津山市

まずは開催に向けて尽力してくださる全ての皆様に感謝申し上げます。
本当に久々の長野マラソンですね。長野県で生まれ育ち、高校卒業後は故郷を離れ大学進学や就職後も転勤、転勤で色々な県に住んでき
た私ですが常に長野県への想いは強く、特にこの長野マラソンは2019年に初めて走り、
とても地元の方たちの暖かさ長野県の素晴らしさ
に感動しました。あれから長野県は台風による大雨被害、世界各国に猛威を振るう感染症など、暗い事ばかりでした。 私自身も色々な事
に思い悩み、苦しむ事もありましたが走る事で前向きになれました。今回、岡山県津山市から帰省して参加します。故郷長野県、育ててくれ
た両親に感謝の気持ちを込めて走ります！3月で40歳になりました。新たな節目、頑張ります！

レオン

千葉県木更津市

コロナ禍の中での大会開催に向けて前回大会より準備大変だと思います。参加する私も感染防止に努めながら、大会関係者、
ランナー皆
さんの元気な姿を見ながらパワーを貰い完走を目指します。

はるた

青ちゃん

ひーくん

s̲masaji

あむきち

Mr.X

ぐんまちゃん

埼玉県さいたま市

夫婦でランニングをしています。
昨年長野マラソンに夫婦で初挑戦するはずでしたが、
コロナで開催が見送られました。
仕方がないこととはいえ、夫は「俺が小学生の時に住んでいた町を走るんだよ」
と楽しみにしていただけに可哀想でした。
そのあと元気で病気知らずの夫が５月に腸炎で緊急入院。
「走れるって貴重だな、幸せだな。
当たり前じゃないんだな」
と改めて感じました。幸い夫は回復しました。
結婚30年の今年、2人で念願の信濃路を笑顔で走れそうです。
夫婦仲良くこれからも一緒に走っていきましょうね。

奈良県橿原市

普段の毎日が奇跡の連続であったことを痛感させられた今日、開催に関わって下さったすべての方の努力・熱意でスタートラインに立つこ
とができたことに感謝し、ふたたびゴールである長野オリンピックスタジアムに目指して走り出します。
そして長野マラソンのスローガンで
ある 『Unite Japan, Unite the World.』〜日本をひとつに、世界をひとつに〜
すべての人が不安や恐怖に支配されず、未来に向か
って走り出せる世の中が続くよう私も走り出します。

群馬県伊勢崎市

４０代最後の思い出のレースに長野を走らせてもらいます！
人生初のフルは１７回大会でサブ４を決めて！
２０回大会ではサブ３．
５を達成！そして、今回はサブ３・・・に近づけるように！
サブ３といいたいけど、
まだまだ及ばない(>̲<)！
でも、せっかく開催されるこの大会に、
スタッフさんに、多くのボランティアさんに感謝の気持ちを込めて！美しくいつも暖かく迎えてくれる
この大会を精一杯楽しませていただきます！
関係者の皆さま、
いっしょに走るランナーの皆さん！
よろしくお願いします！
ＲＵＮ ＴＯＭＭＯＲＯＷ
"大和・和翔・凜和

やまかりん

曽村薫

そこでしか咲けない
悲しい中年ランナー！

長野県長野市

岐阜県瑞浪市

長野県千曲市

お父さんは、
５年後も長野マラソンのスタートラインに
立ちます。
毎年毎年応援ありがとう！
５年後はサブフォーランナーなってる！"
友人に誘われ始めたマラソンも5年目に入りました。初めての大会は長野県松川の5キロのレース。初めてのハーフマラソンは長野県駒ヶ
根。
どちらも景色が良くて応援も温かくて2年連続で参加しました。残念ながら、
その後コロナで中止。
でも駒ヶ根のコースが大好きで、
たま
に走りに行ってます。観光で長野県に何度か行ってますが長野市は行ったことがないので、
とても楽しみです。
コロナ禍で中止になるので
はと心配していましたが開催して頂けることに感謝です。感染対策で新しいスタイルのマラソン大会になりますが、走れる喜びを感じなが
らタイムは気にせず初長野を楽しみたいです。
このマラソン大会が成功に終わり、
その他のマラソン大会も復活するよう願ってます。
コロナ禍でレースが中止になり、
自分の中の一番大切な時計が完全に止まってしまった。
そこから以降まったく走る事なく、むしろシューズすら見ないふりをして、寒い冬を何回か越えました。すっかり思い出話になろうかとした
頃、
もしかしたら開催か？とのニュースを目にした瞬間に、ほんの少しだけ俺の中の時計は動き出したような気がしました。
天気の良い週末を目前に、
ランニングの準備をしていると、
「埃だらけのマイシューズ」、
「動かないマイウォッチ」、いつもゴールまで運んで
くれた
「膝サポーター」、
「飲みかけの痛み止め」、
「汗のしみついたしょっぱいキャップ」、
「カビだらけのドリンクホルダー」、
みんな一斉に俺
の目の前にキラキラと輝いて背中を押してくれているようでした。
エントリーしたものの、今回は全く不安しかありません。でも、走り始めた数十年前の「慎重に、でもがむしゃらに、完走だけ目指して」例え
レース中歩いたとしても、
オリスタまでたどり着きたいと思います。
また、
自分自身が少しでも変化できたらと６０歳目前にして再チャレンジ
と位置付けて、春の信州４２キロを心の底から楽しみたいと考えています。
おっとその前に感染対策は万全に、
走れる喜びを痛いほどかみしめたい思いです。がんばろう俺！沿道のみなさんの静かなる声援でどうかゴールまで導いてください！よろし
くお願いします！

山下隆

埼玉県さいたま市

大会開催ありがとうございます。
長男の下宿先視察を兼ねて第20回大会に初遠征、初参加しました。
スタートラインに立つ事の有り難さが身にしみた３年間です。
遠くの雪のアルプスと菜の花、桃、桜の花咲くコースを
感謝の心と世界平和を祈りながら走ります。
最後まで諦めないで完走目指します。

さわ

埼玉県さいたま市

2019年12月のさいたま国際マラソン以来、2年半ぶり2回目のマラソン大会！開催していただきありがとうございます。
ランニングを始めて1年ちょっとのあの頃よりも、
コロナ禍にも負けず毎日走り込み、飛躍的に走力が向上した今回の方が自信があります！
初めての長野マラソンで初めてのサブ4達成するぞー！

おうじゃ

岡谷市加茂町

ぶちまる

コーギーてん

東筑摩郡筑北村

長野県長野市

待ちに待った長野マラソン。
様々なレースの中でもやはり特別。今回は特にコロナ禍での開催なので
いいのかなと思いつつも出場の決断をしました。
長野マラソン〜また走れるこの日が来る事にこんなに幸せを感じる事が出来るなんて信じられません!
この2年間は地獄の2年でした。大腸がんを患い歩くことも出来ず歯がゆい毎日〜ウォーキングから始めやっと走れるようになった矢先、今
度妻が難病を患い毎日気が休まらず病院通いをして看病そして介護〜しかしその甲斐もなく半年余りで他界。
目の前が真っ暗になり走る
どころか毎日の生活そして仕事と、走ることなど終ってしまった感じでした。
しかしある時空いた時間に走り始め段々と前向きになり気が付いた時には少しずつ体調を取り戻しあの長野マラソンを目指すようになり
ました。新しいテーマソングを聞き一層モチベーションが高まり、人生そして生きがいを感じられる長野マラソンを走れる事に感謝をして
楽しく走りたいと思います!
目標に向かって、毎日走ってたね。
コロナに夢打ち砕かれた第22回大会中止。
再び走れる事を信じ、練習してたね。
第23回中止で目標を失ってた。
それでも、
また走り始めてた。
ボクは知ってるよ。
今度こそ、走れるといいね。
初めて長野マラソンに参加します。数々のマラソンが中止になる中、開催していただきありがとうございます。走れる喜びを噛み締めながら
自己ベスト目指して頑張ります。何も規制のない以前と同じマラソン大会が開催できることを願っています。

kaji

新潟県長岡市

zumesuke

神奈川県横浜市

久しぶりに信濃路を走ることができそうで、
当日がとても楽しみです。

千葉県我孫子市

今回で19回目のエントリーとなります。3年ぶりに、
やっと開催されることになり主催者の皆様に感謝致します。長野県は、15年間仕事で担
当し第二の故郷と思っております。担当時代に、信州の自然の美しさに触れ、優しい県民性に魅了されました。個人的に、今年は還暦にな
り、定年を迎える節目の年でもあります。なんとか完走出来ればと思っておりますが、年齢とともに思うように走れないのが現状です。
でも、
長野の友人と再び走れる喜びを噛みしめてゴールを目指したいと思います。沿道の皆様、応援よろしくお願いします。

神奈川県相模原市

人生初のフルマラソン挑戦が第２回の長野マラソンでした。何でもすぐ飽きてしまう性格ですが、知人に誘われて走り始めてマラソンには
まってしまい、
この大会をサブフォーで完走したときは、人目もはばからず涙が止まりませんでした。
それから18回も長野を走ってきましたが、暑さ、寒さ、強風、雪と、いろんな気象条件の中で、
自己ベストもあり、足の痛みに耐えながらの制
限時間ぎりぎりのゴールなど、嬉しいことも、辛いこともそれぞれの大会のいい思い出になっています。今年は長年の仕事を退職し、人生の
転機を迎えました。
３年ぶりの長野を、
これまで支えてくれた方々に感謝し、初孫の写真を見ながら楽しく駆け抜けたいと思います！

小山

雅也

すどちゃん

2年前から本気で目指し始めたサブ3.5。
絶対長野マラソンで達成するまでは、他の大会に出まいと思って今日この日まで自分で走り続けてきました。
実行委員会の皆様、開催へのご尽力、本当にありがとうございます！
支えてくれた家族、支えてくれている皆様のためにも、絶対に目標を達成します！！

松澤祐介

長野飯山市

ヒロハル

愛知県名古屋市

2年前、初めて長野マラソンに参加しようと申し込んだが、
コロナで２回も中止となり、三度目の正直で今年こそはという思いです。
名古屋から諏訪大社を詣でて長野に入り、善光寺にお参りもしてパワーをもらって自己ベストを目指したい。帰りは上田で「おお西」の手打
ち蕎麦を食べたいな！(^｡^)

びっくん

静岡県静岡市

初めての長野マラソン。
主催者の心意気が嬉しい。
あちこちのレースが中止になるなかで開催に向けての努力、手配への配慮。参加の条件に 制限時間内でゴール
できるように、
と書かれていて 私たちランナーと想いは一緒だなと。
制限時間内厳しいかもしれませんが、長野路を楽しみます。主催者のみなさま、長野市のみなさま、
ありがとうございます。

くまよし

長野県塩尻市

2回の中止は残念だったけど、今年は開催されそうでトレーニングを続けています。
ランニングすることで、
自身の健康、定点チェックをしています。
サブ３．
５達成します。がんばれ！！俺！！

東京都大田区

待ちに待った長野マラソン！
今年はパンダのおじさんとして走れなくなりましたが、応援をさせていただきます。
そして、開催してくれた長野マラソン！
このマラソンに関わった皆様に感謝です！
ありがとうございます。
来年はきっとパンダのおじさんは復活します。
ほんとにこの大会は素晴らしきものを与えてくれます。
是非とも、未来に続く長野マラソンがんばれ！

愛知県高浜市

3年ぶり長野マラソンが開催されます
コロナ関係で大会が中止となり苦しい時もあります
私も去年名古屋シティマラソンでコロナ禍で国内で全体八千人で参加しました徐々にワクチン接種も進み長野で。乗り越えて頑張って行
きたいと思います

山形のシューへー

山形県山形市

長野マラソンの魅力はオリンピックの開催地を巡りながら、
ゴール後は完走メダルと完走タオルが貰える大会だということ。
こんなモチベ
ーションが上がる大会は長野、北海道、東京しかありません。
初フルのランナーには制限時間5時間のハードルが高いかもしれませんが、むしろそこで完走したら誇らしい気持ちになります。
地元の方々の協力もアツい。4年ぶりに4回目の長野マラソン完走目指して参加させて頂きますので、
どうかよろしくお願い致します。

れおん

東京都中野区

３年ぶりの開催ですね！本当に楽しみにしています。長野マラソンはフルにはまるきっかけになったレースなので、最後まで諦めずに淡々と
前に進みたいと思います。
よろしくお願いいたします！

パンダのおじさん

森慎次

マラソン大会が中止になり始めた頃、長野マラソンでサブ3.5を達成しようと日々励んでいました。
あれから約二年が過ぎました。
どんなに時間が掛かろうが、腐らずに走ってきました。勿論、
目標は変わっていません！
再出発を切る大会は長野と心に決めていました
あの時、各地が中止するなかコロナ禍でも最後まで何とかしてランナーが走れるように試行錯誤をしてくれた運営にも心揺さぶれました。
当日になるまでは健康管理に気をつけます
当日はランナー、
ボランティア、運営が三位一体となって素晴らしい大会になることを期待します
We run for all

にっしー

satotatsu3

愛知県豊橋市

初めての長野マラソン。
ご時世的に迷いましたが今はドキドキワクワクが止まりません！走れることに感謝しながらPB目指して頑張りま
す。長野満喫するぞー！笑笑

マケテタマルカ！！

神奈川県相模原市

2年半ぶりのリアルなフルマラソン、長野マラソンは初出場ですが学生時代スキー部に所属し何度も長野は仲間と訪れた思い出の場所で
す。
そんな街並みを走り抜けたいです。

しのびー

長野県須坂市

待ち望んだ長野マラソン、楽しみたいと思います。
42.195km、
たくさんの笑顔で溢れますように。
大会開催に感謝します。
2022年４月17日。
2019年４月から約1000日。
のべ8400km。
雨の日も風の日も雪の日も。
すべては、今日、
この日のために。
思い返せば私の人生には常に長野マラソンがあった。
第一回大会のときは中学生だったと思う。部活に行くのに道路が封鎖されて遅刻しそうになった。
毎年、
この時期遅刻しそうになるのにイライラした。

てぃも

長野県長野市

大人になって職場の同僚に誘われた長野マラソン。死んでもやらないと思っていたマラソンに、何気なく挑戦してみようと思った。
スタート
地点は実家の近く、
ゴールも今の家から10分。
お手軽だと思っていた長野マラソン、実はブロンズラベルの超人気レースで、開始30分で申
込み終了するのを知ったのは2018年11月。翌年４月、地元のケーブルテレビでゴールする人たちの様子を見て、本気で挑戦してみよう、長
野でサブスリーしようと決意した。
この３年でフルマラソンは３回。初マラソンは撃沈して3:43。初サブスリーの勝田。
コロナ禍で２年ぶりに走る喜びを味わった金沢。
どれも
思い出深いけれど、
まだ走れていない私の原点。
それが、
この長野マラソン。
６年前の４月17日、長男が昼過ぎに生まれた。妻の手を握りながら、
ちょうど長野マラソンの応援を聞いた。
６年後の今日、
６歳になった長
男と家族の声援を受けて走ることに、何か運命を感じずにはいられない。
この長野マラソンは、多くの方々の協力で開催される。職場の同僚に、地域の方々。
そして私の父もボランティアとして交通整備に携わるら
しい。様々な方々の尽力の下で開催していただけることに感謝しながら、
ついに長野の地を走れる喜びを噛み締めながら、最後まで全力で
駆け抜けます。
スタート地点に立ったとき、私は何を思うだろう。
ゴールテープを切ったとき、
どんな感情が私を包むだろう。
よろしくお願いいたします。

