
PIPOメンバーズ マラソンについて

会員番号 ペンネーム 性別 年代 マラソンやスポーツに関する思い出やご意見があればお書きください。

8716 はっち 女 50代 １０代の時はマラソン、駅伝大会によくでたことがある。

352 カン 女 40代 あるマラソン大会に出た時、完走後、ピザやいろいろなものが無料で食べれて楽しかった。

13910 マダム 女 60代 いつかは ホノルルマラソン！参加します

11394 女 70代
今は中止になってしまった犬山市シティマラソンにアマチュア無線で応援参加した事が数回ありま

す。あとニューイヤー駅伝・箱根駅伝等見るのは好きでいつもテレビで応援しています。

13926 夏生まれ 女 50代 小学校のマラソン大会で、順位が、すごいあがって、嬉しかったことは、覚えています。

10922 れおりおママ 女 30代 スイーツマラソンとかなら楽しそうです。

11561 りうたん 女 40代

スポーツが苦手な私が唯一、人並みに出来たのがバレーボールでした。人並みと言っても、授業で

問題なく出来る程度ですが。それでもバレーボールが好きになり、試合を観に行ったりもしまし

た。今は身体がなまってるだろうけど、またサーブを決めてみたいです。

7838 スーまま 女 50代 スポーツなど体を動かす事を日常に取り入れて健康な毎日を送りたいですね

11765 めー 女 50代
スポーツは楽しくやりたい。

マラソンは達成感があるが、自分との戦いだと思う。得意なひとを尊敬します。

10997 しろくま 女 50代 スポーツは基本、見るよりやる方が好きですが、ラグビーは見ていて盛り上がります！

8796 クロ 女 50代
スポーツは好きです。

ボーリングにはまってた時、203出しました。手を痛めてからは辞めました。

4177 てい 女 60代 ぜんざいのふるまいが、ありました。

11758 なる 女 40代
トヨタマラソンはジョギングを気軽に楽しみたいが参加人数がハンパなく多く、道も狭いので転ん

だりしたら踏まれたりドミノ倒しになりそうなくらい危険なので参加しにくい。

12559 ミックスジュース 女 50代 とよた広報の表紙の写真に、息子が豊田マラソンで走っている姿が写っていたのが嬉しかった。

4145 ハッチ 女 60代
どんなスポーツでも、⾧く続けると怪我をせずに、高齢者になっても、することが出来ると思いま

す。

12907 みえちゃん 女 40代 ハードな運動は苦手だけれど筋トレは大事だと思う

7500 かばちょ 男 50代 バッティングセンターへ良く行きます。結構賑わっていて嬉しくなります。

12096 おしるこ 女 40代

マラソン苦手で嫌いです。

でも走っている人はかっこいいと思います。走るのを速くなりたいとまでは欲張りませんので、好

きになれたらいいなと思います

11288 いちご 女 30代 マラソン大会はいつも上位でした。我が子（0歳3歳）も持久力があるといいなと思っています。。

11961 とし 男 60代 マラソン大会は高校時代の校内マラソンを最後に卒業しました。

3950 みほりん 女 60代

みよし市のマラソン大会 ジョギング部門に参加。子供が小学校１年生の時 子供を参加させたく

て一緒に参加。スタートからしばらくは並んで走ったが その後子供が先に行きゴールではかなり

の差がついてしまった。その後数年にわたり 何か事あるごとに話がでた。12年程経った今では

子供の方が忘れてしまったのか 話にもでない。

12109 釜めし 女 50代 以前 乗馬をしていました。落馬経験もありますが、外乗はとても気分がよかったです。

13278 待つお 女 40代
一時期は少し遠出してマラソン大会に参加する、旅ランが趣味でした。給水所などで、その地方の

名産を頂いたりしました。

5638 真夜中のキリン 男 50代 運動音痴の私ですが、マラソンは割と速く、不思議がられていました。

11037 猫の大将 女 50代

何かしなくては､と思いつつ､､､。先日ギックリ腰になってしまい、運動不足を実感しました。

エレベーターではなく階段を使うなど、まずは日常の中で改善出来ることからはじめたいと思って

います

12354 ゆきんこ 女 50代 家族は、ウイメンズマラソン経験者です。大好きな箱根駅伝は毎年観ています。

8718 まみりあ 女 40代

家族みんなで豊田マラソンに参加することが楽しかったです。でもコロナ禍から我が家の恒例行事

も降下気味です。毎年、子どもの成⾧も感じられて素敵な思い出になっています。また家族みんな

で走りたいです。豊田マラソンしか参加したことないです。お歳の方がはつらつと走っている姿を

見て、すごい!!私も他のマラソン大会にも参加してみたいなと思うようになりました。今でもその

気持ちだけは変わりません。（笑）いつか出来るかな…

13312 さや 女 40代
会社の駅伝大会の為に、仲間とみんなで毎日練習し、当日は元気に第一走者で走り、皆に応援して

もらえたのがとても嬉しくいい思い出です。

1065 aroma 女 50代
学生のころテニスをやってたのが唯一のスポーツの思い出。今はそんな元気はないので任天堂のス

イッチでもいいからゲームでテニスやりたいと思う。

9127 papalote 男 70代 学生時代、学校主催のマラソン大会が思い出されます。

12402 タケちゃん 男 50代

学生時代、授業やクラブで結構 走っていましたが、就職してからは、会社イベントで動いたり、

職場仲間とスキーを楽しんでいました。

４０代以降からだんだん、運動習慣ゼロになってきました。

10916 まる 女 40代 学生時代はめちゃくちゃ頑張ってたけどもう走れません。

1 / 3 ページ



PIPOメンバーズ マラソンについて

会員番号 ペンネーム 性別 年代 マラソンやスポーツに関する思い出やご意見があればお書きください。

10349 chigrass 女 50代
高校時代、強歩大会という名のマラソン大会があった。20kmぐらいだったかなぁ？ 運動が苦手

な私は、毎年、死ぬかと思いながら参加していた！

5538 ぎんのすけ 女 50代 高校生のとき、クラス対抗の駅伝大会があり毎年くじで当たって選手として出ていました。

13367 しゃま 男 50代
高校生時代、学校の恒例行事で17km走らされました。途中、何回か足が止まりました。流石に心

折れました(笑)。

8216 おーちゃん 女 40代 今はあまりスポーツはしてないが、山登りとかはすきです。

14202 あずき☆ 女 40代 今回はじめて家族が出場するので楽しみです。

11786 アッシュのママ 女 60代
最近、バスケットボールに興味が出始めたので、バスケットボール関連の放送をお願いしたいで

す。

13619 さっちゃん 女 40代
最近、自転車で通勤しています。行きは下り坂で車よりも速くつきます。けど帰りは地獄の坂道で

す。

7416 うさまろ 女 40代 参加した事はないですが、人生一度はホノルルマラソンに出たいです！

10180 じぁーほい 女 40代
子どもが小学校へ上がりました。今はマラソン大会はないのですね。苦しくとも達成感の得られる

行事なのでないのが残念です。

12306 まなママ 女 50代 子どもと一緒に参加しましたが、とても楽しかったです。

10857 ｋ 男 60代
子供が小学生の時付き添いでさんかしましたが、子供は先にゴールして自分はタイムリミットギリ

ギリで、ゴールした苦い思い出があります、

14287 のり 女 40代 子供が体操や陸上で頑張ってます。子供が早いからすすめたい豊田マラソン。

13914 こゆちゃん 女 60代

子供のお付き合いで走ったが、途中で歩く、、、と思っていたのに 最後までガンバッテ走っ

た！、、、もう 一緒には走れない！？と 思い 夫に交代して次の年 応援した

今では 懐かしい思いでです

9155 いるりんご 女 40代
子供の頃は運動神経が良かったので、大人になっても動けるものだと思っていたら、ビックリする

くらい身体が動かなかったのにショックだった。

8441 さといも 男 50代 死ぬまで現役でスポーツしたいです

14830 Ruming 女 60代
自分自身は走るのは無理なのでマラソンはボランティアとして大会に参加しています。駅伝をTV

で見ます。

8652 シニアマウス 男 70代 若い時勤務先の駅伝に参加したことがあります。

13638 そうたく 女 30代
順位がつくスポーツは全くできず、気がつけば登山とダイビングにどっぷりはまった時期がありま

した。今はまだ再開できませんが、いつかまた定期的に登って潜って楽しもうと思っています。

10760 えりんぎ 女 40代

小学校のマラソン大会では自宅前を走っていたので、母だけでなく近所のおじいさんおばあさんも

応援してくれていました。

そのあとの餅つき大会と豚汁は格別でしたね。

走ることは大嫌いだったのでマラソン大会は嫌でしたが。

11603 みみ 女 50代

小学校のマラソン大会で後ろから数えた方が早い方の記録しか出せなかったのですが、6年生で身

⾧も伸び、体重が減り、痩せたら、前から数えた方が早い順位の記録が残せて、自分でもびっくり

した経験があります。

10584 プリティママ 女 40代
小学校のマラソン大会後に出た、お汁粉がとっても美味しかった。

豊田はキャラメルでびっくりしました。

12582 いちご姉さん 女 50代

小学校低学年の時の学校行事で、学校外まで走る⾧距離マラソンに参加、ゴールしたら、6位の

カードを渡されて、1番自分がびっくりしたことが思い出です。大人になって、人間ドックで、お

医者さんに「心臓がゆっくり鼓動するマラソン選手向きの心臓だね」と言われ、これまたびっく

り。だからあの時、そう無理しなくても走れたのかな、と思いました。

10219 なえ 女 40代 小学生、中学生のときは速くて選手に選ばれたのですごくそれが自信になった

8134 さくら散歩 男 70代 職場の駅伝大会のための練習を仕事の跡で皆でやって、結果は3位になった

11240 キンキン 男 60代 息子と一緒に豊田マラソンに参加しました。嬉しかったです。

9991 かんかんた 女 30代 息子と親子マラソンに出たいと思いつつ。。コロナで何年も願い叶わず。そろそろやりたいなぁ。

11201 きみちゃん 女 50代

団体競技派なのでマラソンなど個人競技は興味なく何がおもしろいのかわかりません。

学生時代のバスケ部仲間と勝つ為に練習頑張った事、未だに思い出します。

ママさんバレーも楽しかったです。

みんなで仲間でが好きですが、水泳をもう一度できれば再開したいなぁと思ってます。

13551 おかぴー 女 50代
中学生の頃マラソン大会が三好池だったが、3年間苦痛で仕方無かったけど、終わったあとのお汁

粉は格別に美味しかったです

10828 うるとらっぴー 男 40代
中学生の頃、豊田から安城までの20kmのマラソン大会がありました。

今もやってるのかなぁ？末中。
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11701 なひ 女 30代
中学生の時、鞍ヶ池の高速道路の開通記念で豊田マラソンに参加予定で、現地まで行ったが、急に

熱が出て走れなかった。帰宅後、インフルエンザ判明・・・。

14927 お見送り 女 20代
中学生の時のマラソン大会で、一緒に走ってた友達に置いてかれたことです……(泣)卒業までずっ

といじりたおしました。笑

8770 エイトレンジャー 女 40代
中学生時代毎年開催で10キロマラソン大会がありました

けっこう忍耐力が付いたと思います

5783 なし 男 60代 仲間と走った駅伝は良い思い出です

10690 たまら 女 30代 ⾧距離を走ることが苦手なのでマラソンが趣味の方を尊敬します。

12902 ゆなみ 女 70代 登山は競争でなくマイペースで歩けるので良い。

11908 たくじー 男 70代 箱根駅伝は往路、復路とも毎年見ています

14208 くぅ 女 40代
母校の中学校のマラソン大会は20キロ走らなくてはならなくて。

今思い返してもゾッとします。

8462 さくらンぼ 女 50代
豊田マラソン40回記念大会で高橋尚子さんがおみえになって、マラソン中にハイタッチしてくだ

さった事がとても嬉しく良い自己記録がでました！

11445 omo 女 40代 豊田マラソンで、高橋尚子選手とハイタッチできたことが、嬉しかったです！

11007 助六 女 30代
毎年福井県で行われる五木ひろしマラソンに参加していました。

五木ひろしご本人もいらっしゃるし、海を見ながら走るコースなのでとても気持ちが良いです。

13464 パッピー 女 30代 無理のない範囲でチャレンジしたい

11147 あーーす 女 30代

約8年前、喘息があるからマラソンは不可能かと考えていましたが、結婚する前に10キロ走るとい

う目標をつくり、実際に完走しました。すると夫も内緒で参加していて秒数まで同時タイムで隣で

ゴールしてくれていました！ゴールするまで気づかなかったので、タイムが書かれた紙であとから

知り、感動しました！

10872 りゅりら 女 40代 友達の子どもが代表で豊田のマラソン大会で走っていたときは我が子のように感動した
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