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一般に汗かいて頑張りましょう

盛り上げましょう

頑張りましょう！

地元青葉区商店街の発展を応援しています。

日頃から生活を支えていただき感謝！コロナウイルスとの闘いに負けずに頑張りましょう！

5回引っ越していますが青葉区が1番住みやすいです！自慢の街です！

たのしみます！

楽しもう

30年ぶりのマラソン参加です。故障に気を付けます。

横浜市青葉区に住んで20年近く。大好きな街です。大会を楽しみま。大会運営に感謝です。

地元大好き

青葉台に50年住んでいるのでお世話になっています。

今年も参加します。

青葉区を支えてくださるのは皆さまです。ありがとうございます。

地元の大会なので第1回から皆勤です。

この機会に地域との関わり方を考えたいと思います。

食事に行きたいです！

コロナには負けない！！！

いつもありがとうございます。

青葉区商店街を応援します

withコロナマラソンにも負けず、頑張ろう！

初参加です。しんどくなったら歩きます

頑張ります！

久しぶりの区民マラソン、頑張ります。

青葉区商店街の皆さんの商売繁盛を祈って居まーす!

初めての参加です

いつもお世話になっています！！

コロナが落ち着いたらぜひいろんな店を見て回りたいです！

青葉区出身なのでぜひ走らせていただきます

いつも応援してます！！

応援ありがとうございます！頑張って走ります！

頑張ります！

コロナの影響で厳しい状況だと思いますが、徐々に回復すると思いますので、頑張ってください。

青葉区商店街なるべく利用してます。頑張ってください。

頑張ります！

頑張ってください

頑張ります！

コロナに負けずに青葉区を盛り上げていってください！



初参加！気楽にいきます！

頑張ります！

目標100番以内

頑張れ！青葉区商店街！

コロナに負けないで下さい。

まだまだ大変ですが、一緒に頑張りましょう！

ベストを尽くして頑張ります。

活気ある商店街期待してます

美味しいお店を知りたい

青葉区民マラソン初心者なので大きく暖かい愛で見守っていただければ感謝です。

いつもお世話になってます！

よろしくお願いします

頑張ろう

商店街の皆さん。今を乗り切り活気ある街にしていきましょう！

商店街の発展を応援します

消費で商店街に貢献します。

商店街活性のため応援します

これを機により一層、商店街で買い物、飲食したいと思います。

がんばってください

仕事でしか青葉区にはお世話になっていませんが、商店街が盛り上がるよう走ります！

頑張りましょう！

気持ちの良い走りを！

頑張ってー

久しぶりの大きな大会。盛り上がるといーですね！私もがんばります！

走った後は、もちろん商店街で打ち上げです！

今度商店街に行ってみます

汗ウィン応援してます！

いつもありがとうございます。これからも応援しています。

みんなで頑張りましょう！

商店街ガンバレ

初参加、頑張ります！

力を合わせて青葉区を盛り上げましょう！

青葉区商店街を応援してます！後日利用しても応援します！

いつもお世話になってます。地域の商店街はとても大切な存在です！

三年振りに戻って来ました。町が発展しているのがわかります。

がんばります

今年も頑張りましょう！

地域活性

地元に、安心・安全・賑わい・便利を提供しています。地元に明かりを！皆様から元気をもらいます！



完走目指して頑張ります！

青葉区商店街の方々の為に精一杯頑張りたいと思います!

青葉区最高！！

市ヶ尾商店街がんばって！

心機一転　今年は良い年にするぞ!

いつも利用してます

利用しています

レース自体が久し振りですが今の自分の力を試したい

この2年間、全く運動してないので、頑張ります

いつも楽しく利用させて頂いております！提携駐車場がたくさんあるのがありがたいです！

Enjoy！

お互いに頑張りましょう!

よろしくお願い申し上げます。

いつもお世話になっています。ありがとうございます！

マラソン大会への参加は初めてですが頑張ります。

みんなで青葉区を盛り上げましょう！

いつもありがとうございます。

毎日恒例となった満歩散歩の成果を検証します。

商店街の皆さん応援しています！

宜しくお願いします。

お互いに応援・助け合いましょう

がんばります

頑張ります！

青葉区の商店街のみなさん、これからも青葉区を盛り上げていって下さいね。

頑張りましょう！

最大限がんばる!!

頑張ります

応援しています

コロナ禍で大変ですが頑張ってください

青葉区大好き！

負けるな！

頑張れ

40代最後の挑戦です

コロナに負けずにがんばってください！

一緒に乗り越えましょう

心を込めて！

地元に住んでる身としても、若者としても精一杯頑張りたいと思います！

がんばります

ファイトー(*´ー｀*)



みんなで盛り上げていきましょう。

江田駅に居酒屋を。

藤が丘・たまプラーザの商店街を特によく利用しています！美味しいお店がたくさんあってから好きです。

頑張って下さい！

地元愛で飲んで買って貢献します！

初めて参加します　オンラインでも頑張ります

Go for it！

頑張ってください！！

青葉区を盛り上げよう！

日頃利用させていただいております

鶴見川サイクリングコースを全力で走ります

頑張るぞ！

応援いただきありがとうございます！

商店街の皆さん、応援しています！

幼少期からお世話になってます。大型店でなく商店街が大好きです！

これからも魅力ある商店街作りを期待してます。

いつもありがとうごさいます

がんばります！

このような大変な時期の中で、区民が楽しめるイベントを企画してくださりありがとうございます。

来年から地元を離れるので最後に頑張ります

いつもお世話になっています。ありがとう。

妹と一緒に参戦します♪

昨年に引き続き2回目のオンライン挑戦です！青葉区を盛り上げていきます！

青葉区商店街が活気づくよう地元応援と、自分のために走ります！がんばるぞー！

一緒に盛り上げましょうましょう！

楽しく走ります！

青葉区民マラソン大会が大きく成長し、商店街に沢山の人が集まるきっかけとなる事を願っております。

完走　

宜しくお願い致します。

応援してます!!

ランチやディナー、買い物利用してるので益々の発展応援してます

コロナに負けるな！

みんなで盛り上がりましょう

コロナに負けず頑張って

初めてのハーフマラソンなのでがんばりまーす。

応援してます！

藤が丘を愛してます！皆で盛り上げていきましょう！

頑張ります

今年も参加



いつもありがとうございます

第一回目から連続参加です。

明るい街づくりを期待します

ご協力ありがとうございます

毎年ありがとう

コロナに負けるな。

青葉区内の商店会の皆様、愛しています！

ありがとうございます！

がんばるぞ！

頑張ってください！

地元なので以前のような活気が戻ることを期待しています。

コロナ禍で大変ですが頑張ってください。応援します。

コロナ禍皆さん大変でしょうが、このイベントが一助になれば幸いです。

地域の盛り上げ、いつもありがとうございます!

青葉区のまだ知らない場所を知る良い機会にしたいです。

これからも応援します

頑張れ青葉区商店街

いつも助けて頂きありがとうございます。

応援してます。頑張ってください！

活気のある商店街に

活気あふれる商店街を

これからも美味しい食物を販売して下さい

商店街で沢山買い物します

青葉区を皆で盛り上げましょう！

コロナに負けずに頑張りましょう！

毎回参加で楽しみにしています

青葉区商店街がんばってください！！

頑張ります

青葉区商店街の皆さまイベント開催感謝です！地元でレースに参加できる喜びかみしめながら走ります！

マイペースでがんばります!

楽しんで走ります！商店街の皆さん宜しくお願いします！

大変な時期を過ごしていますが、お互い頑張りましょう！微力ながら応援しております！

コロナに負けるな！！

コロナに負けるな！

青葉区を盛り上げよう！

今年から横浜市青葉区民になったので、近所の風景を楽しみながら走りたいと思います！

コロナに負けない健やかな街づくりをありがとうございます！

青葉区がんばれ！

一年前に桜台に引っ越してきましたが、お洒落な街と思います。



完走目指して頑張ります！

青葉区がんばれ

楽しみながら走れるよう頑張ります！

皆で協力して頑張りましょう！

頑張ります

コロナに負けず、頑張りましょう

コロナに負けるな

今年転居してきました。楽しみです。

コロナに負けずに、ランニングを楽しむぞぉ～！！

楽しく走りたいと思います

青葉区全体、特に市が尾を盛り上げたい！！　積極的にお店に飲みに行きます！！

ハーフ初挑戦ですが、よろしくお願いします

大会が開催されて嬉しいです。オンライン対応、開催決断ありがとうございます！

いつもお世話になっています。地域共生社会を目指してともに歩みましょう。

明るい町作りしていきましょう

美味しい店が多い

ご近所以外の商店街を走り新しい魅力が発見できればと思います。

頑張って

住みやすい街　青葉区！

健康増進のため、走りましょう！

コロナも収まりそうなのでいろいろなイベントを期待しています

がんばるぞと

2時間切りを目標に頑張ります。

頑張ります！

この1年コロナ騒動の中大変だったかと思います。今後も商店街の皆さんと励ましあっていきたいと思います。

青葉区には個性的でクオリティの高い店が多くて好きです!

初回ランナーです。前向きで走ります。宜しくお願いします。

活気ある商店街期待してます

応援をお願い致します。

ご支援ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

コロナに負けず頑張りましょう

久し振りの大会参加を楽しみます

頑張ります！

地元応援します！

健康第一で頑張ります！青葉区商店街も応援します。

マイペースで楽しみます

コロナに負けずお互い頑張りましょう！

必ず完走するぞー！商店街の皆さんもコロナに負けず頑張ってください！

応援しています



今年から青葉区民となりました。素敵な街並みに感謝を込めて走ります！

青葉区の商店街を応援しています。皆んなで青葉区を盛り上げていきましょう。

いつもありがとうございます！

よろしくおねがいします

テレワークで以前より多く利用しています

頑張ります！

いつもお世話になりありがとうございます。イベントへのご支援をよろしくお願いいたします。

いつも利用させて頂いています。

青葉台にもっとお洒落な場所が欲しい

コロナ禍で大変とは思いますが、一緒に乗り切りましょう！

頑張りましょう

コロナに負けずに頑張ります！

頑張りましょう！

ハーフマラソン初挑戦！がんばります！

コロナに負けずに走り続けましょう

がんばります

走って応援させて頂きます

青葉区の商店街を食べ歩きしながら駆け抜けます。

初の参加です今後もよろしくお願いいたします

がんばれがんばれ青葉区商店街！

コロナも落ち着いてきたので、地域のイベントに参加して、地元商店街を盛り上げたいと思います！

みんなで力を合わせて頑張りましょう。

藤が丘に住んでいます。いつもお世話になっています。

出口は見えて来ました！みんなで盛り上げて行きましょう！

青葉台の街を盛り上げていきましょ！

地元の大会の開催ありがとうございます

コロナに負けず頑張ってください

コロナに負けないで頑張ってください。

完走をめざします。

コロナに負けてる場合じゃない!

完走めざしてがんばるぞ！えいえいおー

地域の商店街の皆さん、いつもありがとうございます。ハーフマラソン走って応援します！

一緒に盛り上げましょう！

ゆっくり楽しく走りたい

初めての参加です！

頑張ります！

何時もお世話になってます

いつも街を綺麗にしていただきありがとうございます！

いつも美味しいものをたくさん頂いています。走って燃やして、大いに食べ大いに飲みます！



青葉区最高！

青葉区を盛り上げてください！

コロナに負けずいつも元気に営業していただいてありがとうございます。

青葉区で盛りあがろう！

元気にコロナ禍を乗りきりましょう!

これからも区民の生活に彩りを届けて下さい。

こんな時ならではのハッスルがあっても良いじゃないですか！？

商店街の皆さんに届く走りを目指します！

初挑戦です

まだまだこれから盛り上がりましょう!!

微力ですが地域活動に

がんばります！

地域に優しくこだわりのお店が多い青葉区の商店街が大好きです。

頑張りましょう

コロナに負けるな！

青葉区民の民族的優位性を全国に知らしめてきます。

がんばって走ります！コロナに負けずがんばってください！！

地域のために頑張るみなさんを応援してます！

コロナに負けないで

青葉区商店街いつも利用させて頂いております。

商店街が地域とともに発展されることを期待しています

個性的なショップが魅力的です。

コロナに負けず、まちを盛り上げるため頑張ってください

青葉区大好きです！

いつもありがとうございます。

ハーフ走り切ります

頑張ります

青葉区大好きです。盛り上がっていきましょう。

日頃お世話になっています商店街の皆さん、ありがとうございます。

青葉商店街の皆様いつもご苦労様です。

商店街を盛り上げる取組を一緒にできたらと思います。がんばります！

コロナに負けるな！

頑張れ！

みんなで頑張りましょう！

頑張ります！

頑張ってください

体力作り頑張ります。

コロナに負けずがんばりましょう！

いつもありがとうございます。コロナ禍で大変だと思いますが、頑張って下さい！



初参加です。宜しくお願いします

コロナ禍で大変ですが何とか乗り切りましょう

いつも利用してます！

あおばれ！

リアルの大会を心待ちにしています。

青葉区商店街コロナにまけるな！

青葉区の活性化へのお取組みありがとうございます。

頑張って完走して2022年の健康診断を無事乗り越えたいと思います!

頑張るぞ～

コロナに負けるな

人と出会える、楽しめる、美味しいものを食べられる青葉区商店街

楽しく走ります！次回はまた参加者全員と一緒に走りたいです♪

頑張ります。

青葉区はお洒落で美味しい店が多くて魅力的です。厳しい状況が続いていますが頑張ってください！

コロナ禍で大変な中ですが、応援してます、頑張ってください！

みんなで頑張りましょう！

走るよ、run!

たいへんな時期ですが頑張ってください。ぼくも頑張ります

コロナを乗り越え踏ん張ってください。応援します。

頑張りましょう！

がんばります！

頑張りましょう

がんばれ青葉区！

いつも応援しています

よろしくお願いします。

左膝故障してますが、頑張ります。

美味しいもの食べに行きま～す

コロナに負けず頑張りましょう！

コロナに負けず頑張ってください

商店街からの賞品期待しています

長寿の区民が楽しめる街づくりを応援します。そのためには商店街の元気が必要です。

fight！AOBA!

本当に大変な状況の中、お店を開いてくださって感謝の気持ちで一杯です。日々の支えになっています。

一年の計は青葉区民マラソンにあり

もうコロナにはきっと勝ってる！私達！ガンバロー！

商店街が活気づけば、みんな元気になります！

商店街の皆さんいつもありがとうございます！

コロナに負けず頑張りましょう！

いつも地元に笑顔と温かさをありがとうございます！



青葉台の商店街大好きです！

コロナでずっと大変だと思いますが頑張りましょう！！

一緒に頑張りましょう

応援してます。頑張ってください。

初めてのマラソンです。頑張ります！

ハーフは辛い

緑豊かで暮らしやすい、素敵な街、青葉区。益々の繁栄を祈ります。

コロナ禍でも頑張っている商店街を応援しています。

地元青葉区の商店街、応援しています。

コロナの感染者数も減って来たので是非、地元の商店街、頑張ってください！消費者も応援します。

いつもありがとうございます！

みんなでワイワイ頑張ろう!

みなさまと共に走るのを楽しみにしております！

初参加、頑張ります！完走後に商店街のお店へ食事しに行きます！

商店街の皆様には日頃お世話になっています。ありがとうございます。共に頑張りましょうね。

青葉台商店街の方々へ、日頃の感謝の気持ちを込めて走ります。

今年も楽しく参加させていただきました。来年も楽しみに体調管理をしながら臨みたいと思います！

不況に負けずに盛り上がりましょ！

頑張ります！

活気ある青葉区になるよう応援しています！

コロナ禍で大変ですが頑張って下さい(^^)

青葉区民マラソン楽しみにしてます！

コロナ対策をしての営業、ありがとうございます。利用者が増えることを祈っています。

チカラを合わせて頑張りましょう！

在宅ワーク中テイクアウトで時々お世話になっています。美味しいお店がたくさんあって癒やされます♪

ゆっくりのんびり走ります

いつも美味しいご飯をありがとうございます

地域が元気であるために商店街のにぎわいは大切と思います。商店街で買い物します！

あざみ野在住です。頑張れ青葉区。

コロナに負けないで頑張ってください！

頑張ります！

昔からのお店も新規オープンのお店も、皆さんこれからも益々のご繁盛を！

よろしくお願いします！

がんばってください！

健康を第一に一緒に頑張りましょう。

みんなで青葉区全体を盛り上げられるように頑張りましょう！

頑張りましょう

青葉区商店街の益々の発展を！！楽しんで走ります！

頑張れ！青葉区！



コロナに負けず、青葉区を盛り上げていきます！

一緒に頑張りましょう！

地域振興活動に貢献します！

コロナに負けず、頑張ってください。応援しております。落ち着いたら、商店街巡りをしに行きたいです！

商店街のみなさん、ありがとうございます！

がんばります！

まだまだ頑張ります

いつも街を盛り上げてくれてありがとうございます！

楽しく走れるよう、頑張ります！

青葉区の商店街を心から応援しています！

がんばります

がんばるぞ！

落ち着いたらお店巡りしに行きたい！

ランやウォーキングで健康づくり！

地元商店が元気だと楽しいです！コロナに負けずにぜひ頑張ってください

頑張ります！

いつでもそばに！

商店街の景品楽しみです。

ゴール後に一緒に祝杯あげたいですね

青葉区商店街頑張れ!

共存共栄！

がんばれ！

地域のお店が元気だと、住んでいる人も元気になります。応援しています。

生まれ育った街で走れる事が嬉しいです。これからも大好きな街です。

車で通り過ぎてしまう商店街にマラソンで足を運んでみたいです

商店街のお客様が増えるよう願ってます。

商店街の雰囲気大好きです！
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