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サロマ湖１００ｋウルトラマラソン　

～サロマンブルーへの道～
　　　　　　　　　　　齊藤　良江

早いもので走友会に入会して１６年になります。

入ってしばらくして走友会のＷａさんがサロマ

１００ｋに出場しているのを知り、その内に私

も参加できたらと思うようになりました。走友

会の皆と走ることにより距離を伸ばすことがで

き、サロマにチャレンジすることにしました。

大会記録

年 記録 備考

2003 11:51:31
2004 12:21:00
2005 11:01:05 年代 8位
2006 10:32:41 年代 9位
2007 リタイア

2008 10:43:12 年代 11位
2009 11:47:11
2010 11:26:49 年代 7位
2011 11:17:20 年代 7位
2012 12:22:45
2013 12:29:39 10回完走
2014 12:09:25

初めての2003年　前日は、Ｗａ夫妻の案内でコ

ース下見ドライブ、いい天気でした。でも、当日

はスタート会場に着いたら雨、寒い、上着を着た

ままのスタートでした。どうにか完走したもの

の、足・腰が痛くその晩は、眠れませんでした。

2006年　Ｗａ夫妻に私の友人、走友会からＹａ、

Ｓａ、Ｋｏ、女性Ｓａさん計８名の大所帯でした。

初めて１００ｋを完走した男性３人は、走った

後でもよく飲み・食べるのこと！ウルトラを走

った後は、胃もやられてあまり食べれない人が

多いのですが、驚きの食欲でした。次の日の観光

には走友会Oさんも加わり、さらに賑やかな御

一行様となりました。

2009年　Ｙａさん、Ｍａさんと３人での参加に

Ｍｕ夫妻が応援に駆けつけてくれました。一番

きつい８５ｋワッカの原生花園でＭｕ夫妻がコ

ーラを差し入れてくれたのが、嬉しく元気が出

ました。

2013年　完走すれば10回完走、いよいよサロマ

ンブルーです。ただ無事完走を目指しました。転

んで動けなっては大変と最後１５ｋは、ひたす

ら歩きました。

2014年　1月にエントリーしてから病気が発覚、

とてもサロマ参加は無理と思っていました。4

月の初めに手術、退院後ウｫーキングから少しず

つ走りを増やして行きました。そして5月に入

り、５月末のフルマラソンに参加して完走でき

たら、サロマに行こうと決めました。今年行かな

かったら、サロマのチャレンジは、もう無理と思

いました。フルマラソンは、無事に4時間 8分 18

秒（年代1位）で完走することができました。

サロマンブルーのゼッケンを付けて、行ける所

まで行こう、そんな思いで家を出発しました。当

日は、とても暑い一日で、頭から水をかぶりかぶ

り、無理をせずにひたすら走りました。そして一

緒に参加したＹａＭさんと共にゴールすること

ができました。その後、ゴール会場でサロマンブ

ルー記念の足型プレートを作成しました。来年

の大会までには、ゴール会場公園に下記のよう

なプレートが飾られる予定です。

今までサロマを一緒に参加してくださった方々、

いつも一緒に走り、いろいろ助言し、応援してく

ださった走友会の皆さま、ありがとうございま

す。

これからもよろしくお願いいたします。まだま

だ、走り続けます！
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サロマ湖ウルトラマラソン             

初めて行ってきました   
    山本　克彦

7月29日開催の第29回サロマ湖100㎞マラソ

ンに参加してきました。今回初めての100㎞、初

めてのサロマということで、サロマンブルーの

齋藤さんにくっ付いて行く形での参加です。サ

ロマに向かう前までの天気予報では、29日の天

候はやや下り坂で最高気温22℃とコンディシ

ョンとしては悪くないことが予想されていまし

た。しかし．．．

出発は27日金曜日。全日空機で女満別空港に昼

過ぎに到着。さっそくレンタカーでまずは網走

へ。齋藤さんはすでにサロマ湖マラソン12回目

なので今更行くところもあまりなく、私も若い

ころから何度もサロマ湖のキムアネップ岬に泊

まっていたことがあり、道東に来た感激はあま

りなく、どちらかと言えば天気の良さ、暑さが気

になるところ。この日は能取岬（堺雅人主演の

映画「南極料理人のロケ地）を回って齋藤さん

が行きたかった最初の宿・かがり屋に到着。ま

だ明日でないことを良いことにご馳走をいっぱ

いいただきました。

前日土曜日は常呂町のゴールからコースを逆に

車で走りスタート地点の湧別町へ。湧別で受付

してゼッケンをもらいます。まずは常呂町のゴ

ールですが、前日の朝ながら、すでにゴールは設

置されており、明日のフィニッシュを待つのみ。

そこで、サロマンブルーの方々の足型レリーフ

を確認。渡辺さんの26番目のレリーフも見てき

ました。齋藤さんは昨年10回完走を果たしたた

め今回この足型を取ることになります。その後、

車でコースを逆走。ワッカ原生花園のネイチャ

ーセンターに車を止め、そこから原生花園まで

はちょっとあります。前日に足を使いたくはあ

りませんが、貸自転車600円を払えず歩くこと

に。原生花園にはエイドのためのテントがすで

に準備されていました。ここは85㎞地点になり

ます。この時はこの地点で明日起こることなど

考えもしませんでしたが．．．

昼前にはスタートの湧別に。すでにテントなど

が張られており、人も多くいます。この頃には

29日の天気が一転して暑くなることが確実に

なり、齋藤さんの助言もあり、私は人生初めて日

焼け止めクリームを買うことに。昼食後、本日の

宿、留辺蘂にある大江本家へ。ここでは齋藤さん

がハンドルを握ってくれました。齋藤さん、あり

がとうございました。でも赤信号は止まりまし

ょうね。

さて、ホテルにチェックインするといよいよ明

日の準備で気持ちは盛り上がります。中間地点、

最終地点用のバッグに荷物を入れ、明日のウェ

アにゼッケンをつけます。温泉に入った後はバ

イキングの夕食です。いろいろな種類のご馳走

があるのですが、いかんせん明日のことを考え

るとそんなに多くは食べられません。これがマ

ラソン後ならばたらふく食べるのに。そして明

日のために8時前にはふとんに入ります。

29日 1時45分起床。長い一日の始まりです。用

意したウェアに着替え、ホテルのフロントにお

にぎりを取りに行き、仕上げに顔、身体に日焼け

止めクリームを塗ります。トイレに行ってでき

るだけ身体を軽くして、さあ出発です。いくら朝

の早い北海道とはいえ、さすがにまだ暗い中バ

スはスタート会場に向かいます。途中3時半く

らいにはサロマ湖から朝陽が顔を出します。こ

の太陽があんなにレースを辛くするとは思いも

よらず。4時ちょっと過ぎにスタート会場に着

きました。齋藤さんはサロマンブルーのVIP控

室があるので、ここでお別れ、後はゴールで会う
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まで一人の戦いになります。荷物を預け、トイレ

に並んでいたら、あっという間にスタート5分

前。スタートは最後尾になってしまいました。

5時、スタート。さすが100㎞マラソンです。スタ

ートしたのに歩いていてぜんぜん走り出しませ

ん。スタート地点はすぐそこに見えるのですが、

なかなかスタートにたどり着きません。3500人

の参加ですが、スタートまで3分40秒かかりま

した。スタートして2㎞くらいで「ランxスマ」の

優ちゃん発見。まだまだ笑顔でインタビューし

ながら走っています。まずは湧別町内を5㎞く

らい回ってからサロマ湖に向かいますが、5㎞過

ぎくらいで齋藤さんを発見。挨拶して先を急ぎ

ます。

気温は高めでしたが、さすがに朝5時では太陽

を直接浴びることはほとんどありません。しか

し、7時くらいになるとすでに陽は昇っていき、

木陰と日向での差がはっきりしてきます。この

マラソンでは100㎞の間で木陰があるのはこの

序盤と後は67㎞くらいにある森の中の道だけ

です。それでも10～30㎞あたりでは女子高生の

ハイタッチなどもあり、気分は上々。遅からず速

からずのペースで走っていきます。ただし、30㎞

を過ぎてくると喉が渇くのが気になり始めます。

5㎞毎に給水所で冷たい飲み物が用意されてい

るのですが、5㎞持ちません。給水所ではたっぷ

り飲んでいくのですが、すぐに喉が渇きます。40

㎞手前で空いているトイレがあったので、そこ

で用を足し、マラソンポイント42.195㎞を目指

します。マラソンポイントを約4時間で通過。予

定通りです。しかし、喉が渇くのはどうにもなり

ません。太陽も高くなってきました。どうもこの

あたりから様子が怪しくなってきました。気温

は最高29℃まで上がったそうです。

50㎞にさし掛かるころには目標が変わってきま

した。当初目標10時間前後でのゴールから、な

んとか完走することです。坂は走らず歩くと決

めました。55㎞地点の荷物預り所でも水分以外

は何も喉を通りません。ここからまだ45㎞もあ

りますが、前に進むしかありません。しかし、60

㎞地点のエイドでついに吐き気をもよおし、進

めなくなりました。ここで氷で首の後ろを冷や

しながら棄権するかを考えました。30分ほどそ

うしているうちになんとかもう少しは行けるの

ではないかと思い、前に進みます。齋藤さんから

言われていたように、「関門時間に間に合ってい

る間は棄権しない方がいい」という助言もあり、

幸い時間はまだあったので、行けるところまで

行こうと考えました。このあたりで気づいたの

はとにかく体を冷やせばなんとか走れるという

ことで、可能な限りかけ水をしてもらいながら

走ることにしました。

70㎞、80㎞と、歩きを入れながらなんとか走り、

ワッカ原生花園の入口に到着します。反対側か

らはすでに原生花園を走り終え、最後の2㎞ち

ょっとになったランナーが走ってきます。最初

の予定ではこの人たちの中に混じっていたはず

なのですが。原生花園の入口はいきなり坂です。

したがって歩きます。2㎞走って、1㎞歩く。よう

やく昨日訪れた85㎞のエイドに到着。そこでも

また水を身体にかけ、水分を取り休憩します。す

るとその前を齋藤さんがゆっくりですが、確実

に走っていきます。声を掛けますが気づかれま

せん。それでも私は後を追って走れません。歩く

のみです。約89㎞で原生花園の折り返しに着き

ます。その手前、齋藤さんが前から来るのが見え

ます。声を掛けますが、また反応してくれません。

しかし、その時点で意外と距離に差がないこと

がわかりました。これは追いつけるのではない

かと考え、歩きと走りの比を少し走りに傾けま

す。
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90㎞を過ぎ、しばらくすると「ランxスマ」の優

ちゃんがスタッフと一緒に反対側を走ってくる

のが見えました。今度は顔が真剣です。笑顔はあ

りません。時間的になんとか完走は成りそうで

すが、今後の仕事がかかっていますから大変で

す。そうしているうちに96㎞くらいには齋藤さ

んの背中がはっきりと見え始めます。そして97

㎞のエイドで、齋藤さんはほとんど休憩を取ら

ずにそのままゴールを目指します。私もそれが

見えたので水だけもらいすぐに行きます。そし

て98㎞地点でやっと追いつき、「あら、なんでこ

んな所にいるの？」と言われましたが、「ゴール

まで一緒に行かせてください」と頼んで最後の

ゴールに向かいます。多くの人の声援に励まさ

れ、最後の直線80ｍに入ります。齋藤さんがゴ

ール。私が1秒後にゴールしました。まさしく最

後まで齋藤さんにくっ付いてのゴールでした。

タイムは12時間 9分26秒。

29日の夜は筑波マラソンのクリック戦争があ

ったため温泉に入れず、シャワーだけで済ませ、

30日の朝にやっと温泉に入りました。脚は固ま

っています。なんとか歩いて朝食会場まで行く

と新聞の切り抜きをもらいました。昨日のサロ

マ湖マラソンの記事が載っており、完走率

56.5％ということ。改めてあきらめずに完走し

てよかったという思いがこみ上げます。あれだ

け歩いたので完走とは言い難いのですが、とに

かくゴールまでの道のりを経験できたことがう

れしい限りです。

この日は世界自然遺産、知床半島の付け根、ウト

ロへ行き、観光船で知床半島を見学。女満別空港

に5時前に到着して羽田までの機上の人となり

ました。フライト中にワインで改めて完走を祝

い乾杯して東京に到着。同じ飛行機の中にはサ

ロマ湖マラソン参加者も多くいたようで、空港

到着後にはいやに足の不自由な方が多く見受け

られました。

もともと齋藤さんのゴールシーンや、足型を取

るところを写真に撮るつもりでしたが、ゴール

シーンはご覧のように一緒でしたので、ままな

らず。また、足型もVIP室でのことでしたのでこ

れも実現できませんでした。何にも役に立たず、

ほんとにくっ付いて行っただけになってしまい

ましたが、齋藤さんにはお礼を申し上げるとと

もに、こんな過酷な大会に11回も完走している

ことに改めて尊敬するしだいです。今後私のサ

ロマンブルーはあるのであろうか、現在考え中

ですが、日焼け止めクリームはまだ余っている

し、とりあえず来年は出場を目指します。やっぱ

り最後まで走り切りたい！あと、900㎞！
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【三島さん、年代別優勝】

４月２０日 (日）に行われた「チャレンジ富士五湖
１００ｋｍ」で、三島文一さんが、７０歳代の年代別で

優勝されました。記録は、１２時間２３分２８秒

  年代別表彰があるとは思っていなかったので

表彰状が送られてきたときはびっくり、とても

うれしかった。

  金子さんやほかの会員のことは気になりまし

たが、自分の　タイムはあまり意識せず出来る

だけ景色など楽しみながら走りました。

  フルと違って独特のゆとりというか楽しさが

ありますから、皆さんも是非ウルトラの世界に

迷い込んでいただきたいと希っています。

　              　　　　　　　　三島

【山本さん、年代別１位】
  ５月１８日に行われた柏崎潮風マラソンで、

山本克彦さんが、年代別で１位の記録でした。

  フルマラソン： 3時間 20分 49秒

【齊藤さん、年代別１位】
  ５月２５日に行われた黒部名水マラソンで、

齊藤良江さんが、年代別で１位の記録でした。

  フルマラソン： 4時間08分 18秒

【GW皆勤賞、今年は１０名でした】 
今年の「ＧＷ走り込み」では、写真の１０名の方

が皆勤賞でした。事務局からささやかな賞品が

贈られました。

【合宿は、今年もゆうやけこやけの里で】 
昨年に引き続き今年も「ゆうやけこやけの里」で

５月１７日、１８日に合宿が行われました。

  初日は、和田峠から陣場山、小仏峠、高尾で、

  健脚組みは更にゆうやけこやけの里まで走り

ました。

  ２日目は、高尾往復や、北高尾尾根散策（合宿

場所の南側の山）など思い思いに練習した後に

美味しい ＢＢＱを楽しみました。食材を運んだ

方、調理の準備などありがとうございました。

  参加者は、初日１７名、２日目２４名でした。
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【松本さん、千葉へ転居】 
  栄養補給へいつも美味しい料理を提供してく

ださっていた松本好正さんが、千葉へ転居され

ます。

  なお、松本さんは走友会を退会してはいませ

んので、念のため。

  転居先は、 

     〒297-0026   千葉県茂原市茂原 349　　　

        電話  047-522-4074　　

写真は、６月の合同練習の後の栄養補給で、松本

さんを囲んで。

【伊藤一杉さんは、仙台へ】
  また、伊藤さんも高齢のご両親の元へ移転さ

れます。

    ------------------------------------------------------
仙台にかえります～走友会の思い出～
　

伊藤　一杉

昨年の総会の席などでお話ししてましたが、い

よいよ来月（8月）、仙台の実家に帰ることに
しました、実家ではまだ両親が元気に農業（畑

や田んぼ）をやっていますのでそれを手伝いな

がら仕事を覚えていこうと思ってます。

小金井公園走友会に入会してもう 20年以上に

なりますので、いざ離れるとなるといろんなこ

とが思い出されます。

1つ目はやはり毎土日の自主練習です、若い時
から走ってきたせいか 50歳過ぎから坐骨神経
痛が持病になり走り過ぎると痛みがでるので満

足に走れない状態が続いています、こんな状態

ですのでいつフルマラソンをやめても不思議で

なかったのですが日曜日に皆さんと一緒に走る

なかで「走ることへの熱い思い」や「故障を抱え

ながらも回復を目指して頑張っている姿」に刺

激と元気をもらえたことにより、まだフルマラ

ソンに挑戦し続けられています。

また、最近は参加の機会が減っていますが 40～
50代前半にかけて毎週のように参加していた
栄養補給も楽しい思い出です。

もう一つは事務局として携わった 5時間走大会
です、私自身いろんな大会で楽しませてもらっ

ているので 1年 1度の恩返しの気持ちで大会運
営に携わりましたがランナーの皆さんから「楽

しかったです、有難うございました」との温かい

声をいただき自分が幸せになれました、どちら

かというと利己的な私でしたので新鮮な思い出

になっています。

また、大会当日は朝早くから会員の皆さんが交

代要員もほとんどいない大変な状況でも嫌な顔

一つしないで笑顔で自分の役割に取り組んでい

る姿にふれ、小金井公園走友会の会員の強い絆

を実感できました。

このような走友会に在籍できて幸せでしたし、

これら以外にもたくさんの思い出があり充実し

た時期を過ごすことが出来きました、これも一

緒に走り飲んでくださった皆さんのおかげだと

思っております、本当にお世話になり有難うご

ざいました。

来月からは仙台ですがこれからも小金井公園走

友会の会員として大会に参加していきますし掲

示板にも投稿するつもりです、また、家族も小平

にいますのでたまには帰ってきて公園の練習に

参加したいと思っています、その時は、また、一

緒に走って飲んでください。

7

会員近況
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☆須鎌　修　さん　

（昭島市昭和町）　　　　
　　

☆田崎　良一郎　さん　

（国分寺市本多町）　
　　　

　　

　はじめまして　4月に入会致しました国分寺
市本多在住の田崎　良一郎と申します。神奈川

県の鵠沼海岸で育ちました。東京、京都、大阪、札

幌、福岡と転勤し、何十年ぶりかにやっと東京に

戻ってきました。長かった！真駒内公園では北

キツネに追いかけられ、走りの楽しさを知り、豊

平川のサケの溯上を眺めながらのラン、福岡在

住のころ､出張先で錦江湾を優雅に泳いでいる

イルカの群れに遭遇！一人で感動した早朝ラン

・・・しかしこの 10年はさぼってばかり　
もう一度あの頃の走りを少しでも復活したい！

そうだ皆と一緒に走ろう、会話を楽しもう！

宜しくお願い致します。

開催日：２０１４年９月１３日（土）

　今年も多くの参加者が予想されます。皆様の

お力添えがあってこそ成り立っている恒例の一

大イベントです。当日はご協力のほど、何卒よろ

しくお願い申し上げます。

　８月 24日に今年度の総会を行います。
総会を欠席されるかたは、委任状の提出をお願

します。

　また、当日年会費を徴収しますので、こちら

の方もよろしくお願いいたします。

　最終ページに「定期総会の開催について」と

委任状用紙があります。  

　今年は、走友会創立３５周年でＴシャツを作

成します。そして、５時間走では、例年のビブス

に代わって、Ｔシャツをユニフォームとして使

用します。

　その関係で、今回皆さんがお持ちのビブスを

一旦事務局で回収しますので、総会時にお持ち

ください。

8

小金井公園走友会

５時間走について

総会時にビブスを回収します
。

新入会員のご紹介

新たに入会された方々です

よろしくお願いいたします♪

総会のお知らせ
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２０１４年　小金井公園走友会　大会参加記録（4月～）

日時 大会名 種目 参加者 記録（グロス） 記録（ネット） 備考

松坂　泰洋

ソルトレイクシティーマラソン フル 渡辺　和樹

フル 七里　 自己記録更新

フル 平田　浩一

フル 高橋　恵

フル 石川　啓一

フル 池田　義敬

フル 池田　博美

フル 柳田　美智子

フル 神田　有紀子

富士五湖ウルトラマラソン １００ｋｍ金子　弘

富士五湖ウルトラマラソン １００ｋｍ三島　文一 年代別１位

ボストンマラソン フル 田上さとみ

裾野高原マラソン ハーフ 丸山　隆史

5km 松坂　泰洋

富士裾野高原マラソン ハーフ 丸山　隆史

織田フィールド 金子　弘

柏崎潮風マラソン フル 山本　克彦 年代別１位

洞爺湖マラソン フル 渡辺　和樹

黒部名水マラソン フル 齋藤　良江 年代別１位

サンバーストマラソン（インディアナ州） フル 渡辺　和樹

いわて銀河１００ｋｍマラソン 100km 関　三寿

ハーフ 七里　

ハーフ 清水　統文

ハーフ 山本　克彦

ハーフ 島本　曜彰

ハーフ 伊藤　一杉

ハーフ 福田 務

ハーフ 柳田　美智子

ハーフ 尾曽越　俊邦

ハーフ 水越　利恵

ハーフ 藤本　義典

サロマ湖ウルトラマラソン 齋藤　良江

サロマ湖ウルトラマラソン 山本　克彦

4月13日第25回リスタートタイムトライアル 5ｋｍ 18分02秒

4月19日 4時間01分29秒

4月20日第16回長野マラソン 3時間09分37秒 3時間08分32秒

4月20日第16回長野マラソン 3時間10分39秒 3時間10分08秒

4月20日第16回長野マラソン 3時間39分34秒 3時間38分23秒

4月20日第16回長野マラソン 3時間39分48秒 3時間38分17秒

4月20日第16回長野マラソン 3時間41分49秒 3時間41分12秒

4月20日第16回長野マラソン 3時間58分21秒 3時間57分12秒

4月20日第16回長野マラソン 4時間08分32秒 4時間07分30秒

4月20日第16回長野マラソン 4時間39分41秒 4時間37分00秒

4月20日 9時間06分47秒

4月20日 12時間23分28秒

4月21日 3時間55分49秒

5月11日 1時間24分11秒

5月11日第26回理スタートタイムトライアル 18分07秒

5月11日 1時間24分11秒

5ｋｍ 17分38秒

5月18日 3時間20分49秒 3時間2１分22秒

5月18日 3時間33分48秒

5月25日 4時間08分18秒 4時間08分05秒

5月31日 3時間57分23秒

6月8日 13時間26分24秒 9年連続完走

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 1時間45分03秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 1時間49分21秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 1時間52分27秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 1時間56分54秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 2時間00分24秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 2時間04分48秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 2時間08分30秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 2時間33分10秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 2時間46分09秒

6月15日2014谷川真理ビーナスマラソンin白樺高原 2時間48分16秒

6月29日 100ｋｍ 12時間09分25秒 11回完走

6月29日 100ｋｍ 12時間09分26秒
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平成２６年７月１日

会　員　各　位

小金井公園走友会

会長　久保田　正明

定期総会の開催について

平成２７年度小金井公園走友会の定期総会を下記のとおり開催致します。

つきましては、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願い致します。尚、欠席の方につき

ましては、下記の委任状をご提出下さいますようお願い致します。

記

１．日　時　　平成２６年８月２４日（日）９時３０分～１１時００分

　２．場　所　　小金井市総合体育館　会議室

　３．議　題　（１）平成２６年度活動報告について

　　　　　　　（２）平成２６年度決算報告について

　　　　　　　（３）平成２６年度会計監査報告について

　　　　　　　（４）平成２７年度活動方針（案）について

　　　　　　　（５）平成２７年度予算（案）について

　　　　　　　（６）役員選出について

　　　　　　　（７）その他（３５周年Ｔシャツ配布等）

　＊　定期総会終了後、懇親会を開催いたしますので、引き続きご出席下さい。

　＊　当日、２７年度会費３，０００円の納入をお願い致します。

　　総会欠席予定の方は、直接会計までお渡し頂くか、下記口座への入金をお願い致します。

        郵便振替口座　　口座名（００１７０－０－１０３３５９）

　　　　    　　　　　　宛先（加入者名）小金井公園走友会

以上  

　　　　　　　　　　　　　　　　切　り　取　り　線　　　　　　　　　　　　　　　　　

委　任　状

私は、　　　　　　　　を代理人と定め、８月２４日開催の定期総会において議決権を行使するこ

とを委任いたします。

平成２６年　月　日

議決権行使者　　　　　　　　　　　　印


