
お知らせ

Abukuma Riverside Marathon
　On November 4th, I took part in the Abukuma 
Riverside Marathon. The night before the 
marathon, I was worried that it would rain the 
next day. Another concern was whether I could 
make my way there. Some weeks ago, I tried to go 
to the Kakuda Sports Centre, but I could not find 
the place. Fortunately, on the day of the marathon, 
the weather was sunny and I could get to the place 
easily. 
　To stay healthy, I jog every other day. I get a 
lot of satisfaction from having a good workout. 
Having been jogging regularly, I thought I would 
not have any problem finishing the half-marathon. 
However, it turned out to be tougher than I had 
imagined. After the 12-km mark, my legs were 
feeling so tired, I could not maintain as fast a 
pace as before. I relied on sheer willpower to run 
the remaining distance. In the end, I was both 
relieved and overjoyed that I was able to achieve 
my personal target of completing the 21 kilometers 
within two hours.
　Running became an essential part of my 
life since 2008. That was the year I graduated 
from university. To mark the significant year, 
I challenged myself to do a full marathon. I 
trained hard for many months before the race 
in December. I realized it was so fulfilling to 
accomplish something that I had worked hard 
for. Through the race, I personally experienced 
the fact that hard work always pays off. After the 
marathon, I continue to jog regularly. I also make 
it an annual affair to go for at least one 10-km 
race. I wish to keep this up for as long as I can.

Running Culture in Singapore
　Running is a popular sport among health-
conscious Singaporeans. This is because it is a 
sport that does not cost anything, and is accessible 
to anyone. Singapore has the reputation of being 
a garden city. There are many beautiful parks 
for people to run in. With the growing running 
culture, running events have been gaining 
popularity. While there are smaller events 
targeted at a particular area, there are also 
larger-scale events that draw tens of thousands 
of participants from across the island. One such 
example is the Singapore Marathon organised by 
the Standard Chartered Bank. It is held every 
December.

●阿武隈リバーサイドマラソン大会

　私は１１月４日に阿

武隈リバーサイドマラ

ソン大会に参加しまし

た。日本で初めてのマ

ラソンなので、大会前

夜は、翌日雨が降らな

いか、道がわかるかな

どいろんな心配があり

ました。この前角田陸

上競技場へ行ってみま

したが、場所が見つか

りませんでした。幸い

なことに、マラソンの本番は晴れていて、問題

なく会場に行けました。

　丈夫な体を保つために、私は一日置きに走っ

ています。なぜなら、いい汗をかくことに喜び

を感じるからです。よく走っているので、ハー

フマラソンを完走することは、さほど難しくな

いと思っていましたが案外きついものでした。

１２キロを過ぎると足が疲れて、ペースがだん

だん遅くなってきました。残りの距離は精神力

で走り切りました。二時間以内に完走するとい

う目標を達成できて大喜びでした。

　２００８年以降、走ることは私の人生の大事

な一部になってきました。当年、大学卒業を

記念するためにフルマラソンに挑戦しました。

１２月のマラソンに向かって、何ヶ月も続けて

必死に訓練しました。このマラソンを通じて、

努力により目標を達成することから得る満足感

に気づきました。努力をすることで実績を出す

ことができるということも体験しました。それ

以降、私は走ることを続けています。それに、

ランニングイベントに出ることを年に一回はし

ています。こういうことをできる限りいつまで

も続けるつもりです。

●シンガポールのランニング文化

　健康に関心のあるシンガポール人にとって、

ランニングは人気のスポーツです。なぜなら、

ランニングは用意するものもなく、誰でも、ど

こでも、いつでもできる便利なスポーツだから

です。シンガポールはよく「公園都市」と喩え

られています。それで、走ることに適した公園

がたくさんあります。ランニングが流行りはじ

め、ランニングイベントもどんどん人気になっ

てきました。地域中心で、小規模なイベントの

ほかに、全国から何万人も集まるイベントもあ

ります。１２月に行うスタンダードチャーター

ド銀行が主催するシンガポールマラソンはその

一つです。
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