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癒しのハイキング報告  平成 27年 11月 28 日（土） 

 秋のフルマラソン等の疲れを癒すハイキングは、地元京田辺の山間部、高船から朱智神社～甘南

備山（距離は約２０Ｋｍ）を実施。 

JR 三山木駅を９時２９分発の奈良交通高船行に乗車。打田経由で高船に１０時到着。（浅利依・

草野さんの二人は、一足早く三山木を出発。普賢寺小～高船バス停へ距離約８Kmをランで向かった。） 

到着後、高船の急な坂を上り、笠上神社に向かう。千鉾山（京田辺市の最高峰）は、笠上神社の直

ぐ西側にあった。３１１ｍの頂上付近は、雑木や竹が生茂り見通しは悪いが、江戸時代大阪（堂島）

の米相場を旗振りで伏見に伝えた中継点と言われる。 

ここから北の方向に向かい、三国境（京都・奈良・大阪）を越え、朱智神社に向かった。昼食を

朱智神社で予定していたが、木立が陽を遮っており寒いので、穂谷に向かい、途中の東側が開けた

眺望の良い場所で昼食とした。周囲には渋柿がたわわに実っていたが、誰も収穫しない様で真っ赤

に熟れていた。 

その後、穂谷の三ノ宮神社を目指し曲がりくねった集落の道を進むと三ノ宮神社にでた。トイレ

休憩して甘南備山に向かう。扇池の横を通ろうとした際、地主のおじさんが私有地の通行は不可と

厳しい口調で言われる。全員、扇池南側の大阪府の用地を通って甘南備山に向かう。夏によく走っ

ている甘南備山登山口から駐車場を経由して、一休寺の山門をくぐり、JR京田辺駅に１５時過ぎに

到着した。新田辺駅前で打上げを行い、癒しのハイキングは無事終了した。 

【参加者１０名】 秋月、泉、坂田一、木村明、坂田敏、竹原絹、森、草野、浅利依、前薗 

                            （報告：イベント部） 

 

次回の長距離記録会は、１２月１３日（日）に行ないます。（強化部） 

 

恒例の新春初詣ランと新年会は、1 月３日（日）です。 

日練と重なりますが、多数ご参加ください。 

 

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail：shinichi19470127@yahoo.co.jp 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 

 



 第 470 号  2015年（平成 27年） 12 月 10日発行   

 2 / 6 

 

☆大会に参加して☆ 

10月 25 日（日）大阪マラソン 2015 

加藤照男 フル 3時間 36 分 51秒 （ネット 3時間 35分 23 秒) 

 これまで大阪マラソンには何回も申し込みましたが、いつもはずれ。今年は市民アスリート枠が

でき、先着順での申込みとなり走ることができました。大阪に娘がいるので、孫にも応援に来るよ

う伝え、応援だけは万全の態勢で臨みました。 

 ブロックは Bでスタートロスは 1分半ほど、こんな大きな大会では少ない方だと思います。家族

には「キロ 5分で行くから、応援はキロに 5分をかけた時間で待っていてくれ」と伝え、スタート

しました。最初の応援は天満橋、10K 少しのところですからこの辺りは順調。その次は京セラドー

ム、ここはほぼ順調でしたが、家族が見つからず。 

次は難波ですがここも見つからず。このあたりで 20K を過ぎ、ペースも少しずつ落ち、30K 過ぎ

てからは、完走目標に変更。当初目標の 3 時間 30 分を大幅に超えてのゴールとなりました。さす

がに大阪マラソンは沿道の応援も多く、都市型マラソンとして十分楽しめる大会でしたが、人が多

いため、応援の家族を探すのは相当エネルギーのいる作業でした。結局、会えたのはゴールまでで

1度だけでした。 

11月 15 日（日） 第５回神戸マラソン  

瀬尾浩司 フル 3時間13分33秒（ ネット 3時間13分13秒 ） 

 神戸マラソンは昨年を除いて全５回中４回当選という個人的に思い入れの強い大会である。特に

一昨年の大会は、当日朝祖母の訃報を受け取ったが予定通り出場し、当時の自己記録を10分以上更

新して忘れられない一日となった。（現在でもセカンドベスト） 

 今年は本番までのトレーニングが十分でなく、今の力では頑張っても３時間１０分位がいいとこ

ろだろうと走る前から分かっていた。それに加え、本番前に急に海外出張の話が生じ、何とか調整

した結果、マラソン完走後に香港に移動することになった。飛行機の出発時間から逆算すると絶対

に４時間を超えてはならず、万が一大ブレーキを起こしたら大変なことになるので無理せず安全速

度で走ることに決めた。 

 １５km までは㌔４分２０～２５秒で行ったが、明石海峡大橋の折り返しの手前から背中の上部

が激しく痛み出し、フォームもおかしくなって㌔４分５

０秒まで大幅ペースダウン。ついに２７km 付近で３時

間１５分ペースの大集団に追いつかれてしまった。そこ

で気を取り直して、何とか集団に食らいついて行こうと

ひと踏ん張りすることにした。ペースランナーは西脇工

と報徳学園の OB でさすがの安定感に加え、励ましの言

葉を掛けてくれたり、給水所では他のランナーの分の飲

み物も取ってくれたりと気配りが素晴らしく、苦しいな

がらも気持ちよく導いてくれた。 

結局そのままゴールまでついて行くことが出来て、初

めてペースランナーと集団の力に助けられたマラソンと

なった。また来年も出場権を得られることを期待したい。 
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藤田邦昭 フル 3時間 57 分 20秒 （ネット 3 時間 55 分 23 秒） 

朝４時３０分、家を出て三宮駅着７時１０分過ぎ、歩いて会場へ。先ずスタートブロック位置を

確認し軽食。着替えて８時に手荷物をトラックに預け８時１０分頃ブロックに整列してから約５０

分、９時スタートまで立って待つ。スタートしても込み合って１７ｋｍ付近までリズムに乗って走

れないし、トイレを探すが見つからない。 

３５ｋｍ付近からロングスパートが効いて、どうにか４時間切りが出来て終わり良ければすべて

良し。かくして長い一日は無事終わって何よりです。次は愛媛マラソンで一歳刻みランキング上位

を目指して走ります。 

古林肇 フル 4 時間 11分 41 秒 

阪神・淡路大震災から 20年の歳月が流れた今年。第 5回目

という節目の大会になった神戸マラソンは、11月 15日(日)”

感謝と友情”をテーマに兵庫県神戸市で開催された。 

沿道に詰めかけた 60 万人を上回る応援の皆さんの熱い声

援を追い風に震災復興の象徴である『ひまわり』の黄色に彩

られたコースを息急き切って駆け抜けた２万人のランナー。

陳腐化した大会にならぬようにと、この大会でも主催者や陣

営の苦心惨憺の跡が随所に伺えた。神戸自慢のジャズ演奏や

サンバ・チアダンスなどを交えたアトラクションで走者の士

気を鼓舞してくれた。 

この大会が５回の節目なら私的(わたしてき)には、もっと

大きな節目・区切りとなる 50回目のフルマラソンだった。 

最初から「体力を温存して楽に走ろう」という意識が幸い

したのか、災いしたのか・・・?中間の長い工事区間(7 キロ

程)では道幅の狭所があり足が縺れ合って転びそうになる一

幕も。明石大橋を折り返してからはゆったりした気持で舞子須磨の海を眺めながら国道２号線を奔

走???が、ピッチは上がらず既に４時間ペース走になっていた。 

さらに 33 ㌔地点のハーバーランドから浜手バイパス大橋では真骨頂の走りが発揮出来ず後半か

ら～終盤にかけて完全に足が止まりウォーキング状態になる始末。４０キロ辺りでは両足に痙攣を

発症してついに万事休す。 

自分史の記念のレースなのに高揚感や焦燥感はまったくなかったように思う。温存したはずの脚

力は最後まで目覚めず”An unhappy anniversary”に。究極は今大会の合言葉である「『ありがと

う』を次の一歩へ」の心でゴールラインを踏みしめる結果になった。 

 

 

 

 

 

 

 

恒例の年末長距離ラン  イベント部 

開催日: 平成 27 年 12 月 23 日(祝)   集 合: 近鉄新田辺駅  8 時 0 0 分 

経路等: 近鉄新田辺 8 :11 (京都行き急行) 8 :34 京都駅 8 :44→9 :00 J R 嵯峨嵐山→渡月橋を 9 :30スタート。

関屋橋到着は、13 :30～14 :00 の予定。 

持ち物: お金(小銭・ 交通費: 新田辺から京都駅 400円、 J R 京都駅から J R嵯峨嵐山駅 240円 

補食、給水用飲物、雨具、その他必要なもの (すべてリュックに入れて 30Km ゆっくり走ります)。 
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11月 23 日（月・祝）第 25 回福知山マラソン 

横尾祐郁 フル 2時間 58 分 18秒（ネットタイム 2時間 57分 52秒） 

自己ベストの神はやはり福知山にいた！？ 

福知山マラソンは思い入れのある大会だ。2008 年の木津川マ

ラソンで初フルを体験後、走ろう会入会後の初（フル）レースが

福知山マラソン。それからケガをしたり、神戸マラソンが当たっ

たりした年を除き、5回出場。そのうち 4度、自己ベストを更新。

初サブスリーも福知山だった。 

しかし、6回目の今回は、調整不足は否めない。月間距離は 400

キロ近くだが、長距離走ができておらず不安だった。10 日前に

行った 30 キロ走でもキロ 4 分半がやっとで、サブスリーの最低

タイム、キロ 4 分 15 秒ではとても走れなかった。よって、これ

までのように自己ベストは狙えないだろうと思いながらも目標

タイムは 2時間 59分 59秒に設定。序盤はとにかく抑えていこう

と決めていた。 

そして、スタート。天候は曇りのはずだった。しかし、どんど

ん晴れて暑い。サングラスが必要だった。嫌な出だしである。さて、とにかく今回は前半抑えるぞ

と決め、タイムを見ながら 4分 15秒前後を意識しながら走ったが、今度は 4分 15秒がとてもゆっ

くり感じるのである。丸 2日全く走らなかったため疲労が完全に抜けたのか、今年はスピード練習

をよくやってきたのでその成果なのか息が上がらなかった。ラップを見ると 4 分 10 秒前後で走っ

ていた。いつもならここで調子に乗ってとばしていくのだが、今回は 25 キロあたりの折り返し地

点までは抑えて抑えてと自分に言い聞かせた。その折り返し地点からは抑えることなく流れに身を

任せ、どんどんと前方のランナーを抜いていった。そして 30 キロ地点の表示板で 2 時間 6 分台を

確認。残り 12 キロをキロ約 4 分半で走っても 3 時間切れることが分かり、サブスリーは十分可能

だと思えるようになった。しかし、まだまだあと 12 キロ。何が待っているかわからないのがフル

マラソンと思いつつ、そんな心配をよそに足の方は快調で、なんと 35 キロのラップがキロ 4 分だ

った！そしてタイムは 2時間 25分台だったため、残り 7キロで 3時間まであと 35分。キロ 5分で

も 3 時間切れる！ひょっとして大幅に自己ベスト？とも頭をよ

ぎる。いかん、いかん、余計なことは考えず、とにかく次の 1

キロを目指そうと思いながら走った。足も重くなってきた。最

後の坂はいつもながら長く感じる。ペースダウンし、ゴール前

のコーナーを曲がったところで電光掲示板のタイム、私の（グ

ロスの）自己ベスト 2 時間 58 分 8 秒を過ぎるのが目に入った。

いつもなら最後はダッシュする余力があるが、今回はその力は

もうなく、そのままゴール。自己ベストに 10秒届かなかったが、

ネットタイムでは自己ベストを 12秒更新した。 

なかなか一気に数分自己ベスト更新とはならないことがよく

わかり、1 秒でもいいから更新していくしかないなと感じたレ

ースだった。 
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瀬尾浩司 フル 3時間 32 分 21秒（ネット 3時間 31分 58秒） 

 福知山マラソンは昨年に続き２回目。神戸マラソンに続いて２週連続でフルマラソンを走るのは

初めての挑戦であるが、小出義雄氏の本に２週連続のフルで超回復により２回目に記録を狙えると

書かれていたのに触発されてのことである。 

しかし、神戸マラソンの肉体的な疲れはないものの脳が走るのを嫌がっていてテンションが上が

らないままスタート。体の方はそこそこ動いたのでとりあえず４分１５秒ペースで進めることにし

たが、ハーフを過ぎて徐々にペースダウンし始めた。それでも３０キロ通過は自己ベストを出した

時よりも１分以上早く、悪くても３時間５分ぐらいのフィニッシュではないかと甘い予想をした。    

ところが足裏に激痛が走るようになり３５キロ通過と同時に止まってしまい、残り７キロは歩きが

９割という散々な展開となってしまった。 

福知山は２年連続失敗なので来年こそは雪辱を果たしたい。２週連続フルは気持ちのコントロー

ルが難しいのでもうやりません。 

加藤照男 フル 3時間 55 分 57秒 （ネット 3時間 54分 40 秒) 

 大阪マラソンから 1 か月、順調にいけば、9 月の疲れが取れて、大阪の上を行くタイムが出るは

ずでした。ところが、大阪の後、旅行に行き、帰ってきたら風邪をひいてしまい。福知山まで風邪

を治さないといけないと思うとあまり走れません。結局 11 月は風邪のためあまり走ることができ

ず、マラソン当日は風邪は治ったのですが、休養十分すぎる状態での参加となりました。それでも、

これまでのたくわえで何とかなるのではと思ったのですが、甘くはありませんでした。前半までは

そこそこのペースで走れたのですが、後半はヘロヘロの状態で、歩いたり走ったりで、何とか完走

にこぎつけました。年を取ると体調管理が一番大事ですね。次は 12 月の防府読売マラソンです。

それまでには体調を整えて 3時間 30分切りを目指そうと思っています。 

古林肇 フル 4 時間 13分 55 秒 （ネット 4時間 11分 35秒） 

戦後 70 年、晩秋の丹波路を熱気に包んだ第 25 回福知山マラソン。紅葉の錦織りなす由良川沿いのコ

ースに一万人のランナーがのびやかに健脚を競い合った。それに今回は福知山市合併 10 年を記念して

初めて市民優先枠を設け約 800 人がエントリーした。三段池

公園を発着点とする伝統あるこのレースは最後に地獄の登り

勾配が口を開けて待っているタフなコースでも広く知られて

いる。 

49歳からマラソンを始めた私にとって福知山マラソンは今

年で 12 回目。通算５１回目のフルマラソン。最高のマラソン

日和(曇、気温 15℃、風 1-2)のもと、心地よい汗を流せる喜び

をかみしめスタート。 

が、折り返し地点を過ぎた 25 キロ付近から痙攣の予兆が出始

め戦々恐々の連続、気持はスッカリ萎えてしまった。走者の

急な体調不良に対応する「メディカルランナー制度」が今年

から導入され、胸に赤いハートのワッペンをつけた 200 人近

い医師と救急救命士がランナーに意識を向けながらコースを

走ってくれた。が、最後まで持ち味である粘りは発揮できず

末足は姿を消したまま。 
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『The marathon will take 8days』 

神戸マラソンからたった 8 日間だけの休養で参加した大会であったため、スタートラインに立った時か

ら隠せない不安はあった。案の定その不安は的中して神戸と同じ「轍を踏む」形になった。 

前述したように福知山マラソンは 12回目で初めて 4時間を 10分以上もオーバーするワースト記録を

作ってしまった。・・・・・・ほうほうの体で会場を退散。「何が炎のランナーだ、鎮火しているでは

ないか!」(笑) 来年は捲土重来を期して邁進を!? 

 

☆ 会員の記録 ☆ 

10月 18 日（日） 第 9 回生駒チャレンジ登山  

渡邉孝司  30k 3時間 38分 28 秒 

11月 1日（日） 第 19 回淀川市民マラソン  

渡邉孝司  フル 3時間 25分 58 秒 （自己ベスト）  

11月 23 日（月・祝） 第 25回福知山マラソン（ランナーズアップデートより） 

 木村あゆみ フル 3 時間 16 分 25秒 

 栢木利和 フル 3時間 47 分 02秒 

 梶正人 フル 4時間 56 分 02秒 

 浅利良紀 フル 3時間 56 分 41秒 

 齋藤正法 フル 4時間 54 分 19秒 

 

☆ 会員紹介： 梅澤宗平さん 

 自己紹介 生まれは九州、飯塚市。年齢 67 歳。嘱託であるがフルタイムワーカー。入会は 2011

年の市民駅伝がきっかけ。恥ずかしながらランニングシューズと登山靴の 2足のわらじを履かして

もらっている。がどちらも進歩なし。 

 

 

 

 

恒例の年末長距離ランの後に、忘年会を下記の通り開催します。 

 多数の参加を宜しくお願いします。 

 日時 平成 27 年 12 月 23 日（火） 祝日（天皇誕生日） 

 時間 午後 6：00 時～午後 8：30 時 

 場所 割烹 新店 （京田辺市水取浄楽 37）Tel0774-63-1616 

   送迎バス 送迎場所 松井山手 17：15大住ヶ丘公園 17：20 

          近鉄新田辺駅前 17：30 三山木駅ロータリー17：45 

※ 物品交換会（それぞれ不要品を持ち寄る） 

会費 ￥6,000  料理:鍋料理、一品付き、ビール、日本酒、他 

＊参加申し込み締め切り日、平成 27 年 12月 20日（日）迄     


