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平成２７年３月１１日

今年 8 月 22 日から 8 月 30 日まで、中国・北京で開催される 2015 世界陸上
競技選手権大会のマラソン代表に今井正人選手（南相馬市出身：トヨタ自動車九州）
２月２２日に行われた東京マラソンで、自己ベストの２時間７分３９秒の好タイムで日本人１位になり、
世界陸上マラソン代表が最有力視されていた今井正人選手が、日本代表に決定しました。東京マラソンで
は日本人でただ一人、世界を相手に戦った今井選手、来年開催されるリオオリンピックに直結する今年の
世界陸上での大活躍が期待されます。
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今井正人
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小高小学校長 高野博幸
鳩原小学校長 箭内晴好
金房小学校長 遠藤俊一

平成２７年３月１１日

南相馬市内の小中学校から、
おめでとうメッセージが
届きました！

日本代表決定おめでとうございます。小高区の子ど
もたちのよきモデルとして、世界陸上に活躍されま
すよう願っています。

GO！GO！リオ～

石神第二小学校長 松岡保夫

原町第一小学校長 大和田博行

今井選手の諦めない走りに元気をいただい
ております。世界選手権でも、ゴール後の
笑顔を期待しています。

世界への挑戦、おめでとうございます。走
る姿で子どもたちの夢をお願いします。ご
活躍を期待しています。

原町第二小学校長 山邉彰一

原町第三小学校長 金谷 哲

元祖、山の神。夢の実現に向かって一歩、力
強く走り出せ。ゴール間際のラストスパート
する笑顔に見える苦しい顔をまた見たい。

小高区から世界で活躍する姿に勇気づけ
られています。大会でのご健闘ご健闘を期
待します。

太田小学校長 林 弘美

大甕小学校長 星 国央

『念ずれば花開く』南相馬で培われた
今井君の底力を見せる時です。頑張る
あなたにみんなで力を送ります。

南相馬の期待の星です。学校あげて応援
しています。頑張ってください。

高平小学校校長 但野真一

鹿島小学校長 大谷一裕

初代山の神が手にした『世界陸上』という大
きな山への挑戦権は、地元子供達の大きな励
み。頑張れ今井選手！

郷土の代表今井正人君、世界選手権では全力
で頑張ってください。本校の子どもたちとい
っしょに応援しています。

上真野小学校長 武山 弘

八沢小学校長 岩崎秀一

「未来を切り拓く勇気！」を持って、ひた
すらゴールを目指してください。熱い走り
を応援しています。

今井選手が必死に走る姿を見て、たくさん
の人が元気づけられています。世界選手権
は楽しんで走ってください。

原町第二中学校長 渡辺亮恵

原町第三中学校長 荒木幸子

市民・県民の誇り。夢を追い求め、挫折に
屈することなく生きている姿に感動し、勇
気や希望を得ています。

努力で勝ち得た世界選手権出場おめでとう。
今井選手は南相馬の子供達に勇気と希望を
与えています。頑張れ！

遠くの方々からのメッセージ！
東京都 笹川スポーツ財団 竹下克彦

群馬県高崎市 新町スポーツクラブ 小出利一

今井選手 世界選手権出場おめでとうござ
います！！
優勝目指して頑張ってください！！

箱根の栄光と挫折。そして大震災からの復
興のために走るように感じる今井選手自
分のためだけに頑張ってください。

広島県広島市 笹木泰宏

東京都北区 鈴木昌之

今井正人君、貴方の頑張りは、私たちの
心の笑顔です。最高の楽しみに感謝の心！

世界選手権代表決定おめでとうございます。
日の丸を胸に、威風堂々と 42.195km を駆け抜
けて下さい。きっと素晴らしい結果が待っている
と信じています。
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今井正人選手の、小・中・高校母校からのメッセージ
福島県立原町高等学校長

松岡浩三

福島県立原町高等学校生徒会長 福田茉耶

様々な苦しみを経験してきたからこそ、価値
ある日本代表！母校の生徒たちと一緒に北京
大会へ声援を送ります。

北京でも今井選手らしいマラソンをしてき
て下さい。私達も今井選手の母校である原
町高校から応援しています。
原高同窓会会長 渡辺 一成

第 67 回福島県立原町高等学校卒業式答辞より抜粋
卒業生代表 朝倉 悠太（原高生徒会顧問）

30 キロ過ぎてからの頑張る力は玄米が与え
てくれる。日本代表としてメ ルを取るため
に玄米ご飯で頑張ろう！

1・2 年生のみなさん。先日行われた東
京マラソンで私達原高の先輩である、今
井正人選手が日本人でトップの成績を
おさめました。ニュースでも大きく報道
されました。この学校で、この校舎で高校生活を
送った私達の先輩です。つまり、今、ここにいる
私達の場所から、確実に世界につながっていく道
があるということです。どうか、残りの学校生活
で、いろいろな人と関わり、いろいろな価値観を
知ることによって、自分自身もまた成長できる、
そんな学校生活を送ってほしいと思います。

小高中学校 箭内仁史

「夢はでっかく！小高中の先輩として、日本
代表として、北京世界陸上での活躍、リオ五
輪の出場を心より期待しています。
小高中学校 3 年 小松美月

「偉大な大先輩の今井選手」私たちの誇り
です。私たちも先輩に負けないよう、夢に
向かって頑張ります。

福浦小学校長 江上君子

今井正人様、マラソン世界選手権
をぜひ勝ち抜いて、オリンピック
の出場権を手にしてください。

各地よりメッセージが届いております。

福浦小学校 ６年 宮西達也

今井先輩、これからも、マラソン
を、ぜひがんばってください。

南相馬市原町区 歯科医師 羽生賢次

東京マラソン感激しました。世界選手権北京
大会ではより向上した走りを期待し、好成績
を待っています。
南相馬市鹿島区 佐々木春水

神奈川県大和市 横田篤

世界選手権代表選手決定おめでとうござ
います。私も応援しています♪リオに向け
て頑張れ～～～！

世界選手権出場おめでとうございます！
そのままリオに向かって、金メ ルに向か
って、大願成就！

南相馬市原町区 渡部光明

南相馬市小高区 双葉食堂店主 豊田英子

ついにやりましたね！！世界のトヨ から、
世界の今井が誕生しました。嬉しいかぎりで
す。今後の活躍をご期待申し上げます。

小高・南相馬・福島・日本の今井正人、
応援しています。

南相馬市小高区 飯塚宏・晃大・その他家族全員

福島市 片岡一男

今井選手の活躍は、小高・南相馬・福島の誇
りです。私たちに元気をそして勇気を届けて
くれます。みんなで応援しています。

さらなる飛躍を目指して、
頑張ってください。
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いろんな方々からメッセージをいただきました。
南相馬市長 桜井勝延

福島県陸上競技協会会長 片平俊夫

代表決定おめでとう。故郷の誇りと市民の
思いを胸に、優勝目指して頑張れ！

練習はあらゆる条件下で意欲的に、レースは冷静
にして無欲で走りきる。そして誠実な努力家が最
後には笑う。～円谷幸吉語録より～

南相馬市教育長 青木紀男

元原町高校陸上部顧問

祝 世界選手権代表決定 南相馬の誇りです。
子どもたちに大きな夢を与えていただきありがと
うございました。“優勝”応援しています

いつもながら、感動をありがとう！
「人生はながーい・・・けど一度きり」

南相馬市議会議長 平田武

今井正人

畑中良介

兵庫県 シドニー・アテネオリンピック代表 西内洋行

GO !

今井選手、おめでとうございます。今後も世界
選手権、そしてオリンピックへ向け頑張って下
さい！

リオにまっしぐら。
福島県議会議員 太田光秋

鹿児島県：京セラ女子陸上競技部監督 佐藤敦之

今井正人選手、本当におめでとう！そして
故郷に勇気をいただき有難う。世界選手権で
の活躍を期待しております。

今井選手、北京世界陸上マラソン日本代表おめで
とうございます。世界の舞台を思い切り楽しんで
今井選手らしい積極果敢な走りを期待しています。

福島県議会議員 高野光二

広島県 V リーガーJT 酒井大祐（南相馬市出身）
今井選手へ！世界選手権代表おめでとうございます。
故郷の為 南相馬の為、福島の為，復興の為、いろいろ
の感情があるかもしれませんが、何よりも自分の為に走
る姿を見たいです。ただただ応援します。勇姿を！

今井君の頑張りに感激と感謝(^o^)リオのオリン
ピックに一歩近いたぜ！みんなで応援してリオ
に一緒に行こう♪
南相馬市議会議員 渡部寛一

東京都 一輪車元世界チャンピオン 安藤勇太

小さい時から見てきた正人君の活躍がうれし
くて、うれしくて。小学生の時はうちの息子が
早がったんだげんちょも。1 歳上ですけどね。

歯を食い縛って走る姿からいつも元気を頂
いています。北京でも笑顔でのゴールを！
応援しています！

南相馬市今井正人応援団長：江本節子

平成１８年２月１８日応援団発足以来、皆様の期待を感じての応援大変ありがたく、
心より厚くお礼を申し上げます。今井の走りが≪笑顔・夢・感動あふれる元気なま
ちづくり≫にどれほど貢献したか、はかりしれません。ますます心ひとつに力を合
わせて精一杯の応援をします。私には今井選手のゴール前に人が見えません。
大丈夫です。きっちり優勝しましょう！
With 今井正人
市内外からたくさんのメッセージを頂戴し、ありがとうございました。
応援団事務局長：赤石澤啓雅

応援団幹事長：堀川直人

今井正人応援団の事務局として、多くの今井正人
応援団のメンバーや今井正人ファンの大きな力を、
届けてきました。山の神が復活したこれからは、
日本マラソンの神として君臨してくれることを大
いに期待します。

世界選手権は出場 100％、リオオリンピックは
50 パーセント日本選手の中から首一つ抜け出し
たと感じた。残りの 50 パーセントは世界選手権
入賞でリオオリンピック決定。10 回の走りを無
駄にしていないところが正人君です。まずは入賞
です。そして世界の今井正人です。

～お詫び～
めぐりあい第 22 号掲載の鳩原小学校のサブタイトルが間違っておりました。
正しくは～学習発表会・「宝財踊り」の発表～です。訂正しお詫びいたします。
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