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☆ 長距離記録会 ☆ 

    11月 6日（日）晴れ 気温 10.7度 

25 キロ  5 森岡 進 1 時間 02 分 41 秒 

1 横尾 祐郁 1 時間 45 分 27 秒 6 坂田 一郎 1 時間 02 分 41 秒 

20 キロ 7 竹原 絹栄 1 時間 03 分 55 秒 

1 藤田 邦昭 1 時間 37 分 42 秒 8 豊島 博子 １時間 05 分 05 秒 

2 田實 敬幸 1 時間 38 分 03 秒 9 梅澤 宗平 1 時間 05 分 30 秒 

3 竹原 順治 1 時間 43 分 15 秒 10 坪倉 修二 1 時間 12 分 05 秒 

4 前田 純也 1 時間 51 分 21 秒 11 前薗 俊彦 1 時間 25 分 20 秒 

5 齋藤 正法 1 時間 54 分 23 秒 12 河原 健二郎 1 時間 32 分 56 秒 

6 越本 彰 2 時間 25 分 09 秒 ５キロ 

16 キロ 1 坂田 敏子 37 分 59 秒 

1 栢木 利和 1 時間 17 分 45 秒 2 木村 明司 41 分 48 秒 

12 キロ  

1 藤田 耕平 57 分 09 秒 

10 キロ 

1 石橋 伸一 48 分 05 秒 

2 浅利 良紀 52 分 16 秒 

3 兼田 政章 57 分 48 秒 

4 西本 明 58 分 12 秒 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

１０月２３日（日） 第２８回諏訪湖マラソン                          

浅利良紀 ハーフ １時間５０分３５秒 ネット １時間５０分２１秒 種目別順位６４位 

1０月１６日の市民マラソンでは当日全く気分が乗らず自己ワーストのタイムだったので諏訪湖では気

合を入れて臨みました。ここ数年２～３分づつタイムが落ちてきているのですが、とりあえずしっかりと

走りきることを決意していました。 当日、湖の周りは風が大変強く（向かい風）体力がかなり減殺され

ましたが、レース途中、給水やエイドに見向きもせずひたすら前だけを見て爆走（？）しました。入りの１

キロは４分５２秒とやや突っ込みましたが、その後はキロ５分一けたで推移できました。もし風が弱かった

ら１時間４０分台は出ていたはずです。以前の自分からすれば大いに不満ですが、現時点では一応よし

としておきましょう。次は福知山です。 

 

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/ 

絶好のマラソン日和。気温もちょうどよいく

らい。20キロ以上走る人も増えてきました。今

回の敢闘賞は越本さんではないでしょうか。ラ

ストは 24時間テレビを彷彿とさせるゴールで、

勇気をもらいました。 

次回の記録会は 12 月 4 日。八幡市民マラソ

ンと同じ日です。（強化部 横尾） 
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１０月３０日（日） 第６回大阪マラソン 

横尾祐郁 2時間 57分 38 秒 （ネット 2時間 56 分 57秒） 653位 

～9月の走り込み月間から大阪マラソンへ～ 

毎年大阪マラソンが開催される１０月の最終日曜日は、職場の行事、しかも私の部署が担当だったの

で、一度も出場したことがなかった。大阪マラソンのエントリーは 4 月。10 月までに何が起こるか分から

ない。仕事を辞めることもありえるなあと思い、2 年前に一度エントリーしたところ、当選。しかし、仕事

をやめる勇気はなく、あえなく辞退。そして、今年、人事異動で別部署へ。行事の開催に変わりはないの

だが、もう担当ではない。欠席してもいいだろう、私にとってマラソンの方が大事だ。エントリーしたと

ころ、当選。そして入金。早速、有休の手続きを済ます。これで晴れて出場可能に。 

10月のフルのレースは私にとって初めて。いつもは肌寒くなる 10月にグッと調子を上げ、福知山につ

なげるパターンなのだが、今年は約 1 か月前倒しする必要がある。9 月の走り込み月間を活用し、初め

て 500キロを突破。実はこちらの方が感慨深いものがあった。 

2年前に、木村あゆみさんがその走り込み月間で500キロを超えていた。私は驚嘆したと同時に気持

ちのすみっこに新たな目標ができてしまった。オレも 500 キ

ロ走ろうと。昨年は 9 月から急に距離を増やしたことが影響

し、足を痛め 300 キロ台。今年は大阪マラソンに向け 8 月に

400キロ以上走り、足ができてきた。9月は何としても 500キ

ロという気持ちで臨んだ。特に大きなケガもなく順調に距離

だけは踏み、9月 30日の朝を迎えた。まだ 500キロに 7キロ

足りない。いつものように往復通勤ランをすれば 510 キロぐ

らいにはなる。朝の通勤ラン。普段と変わらず、祝園駅から職

場まで 8 キロ。そして 2.5 キロのスピード練習。ここで私の挑

戦は静かに終わった。 

私にとっての大きな目標であった月間 500 キロを初めて

突破した。ヤッター！と言うこともなく、静かに達成感を味わ

う。そして、いつものようにシャワーを浴び、仕事場へ向かう。

周りにはいつもと同じように出勤してくる人たち。当然だが、

誰も私が月間 500キロ走ったとは知らない。いつもと同じように流れる時間。そこには見なれた光景が

あるだけだ。しかし、私の心の中では何か大きなことをやり遂げた充実感でいっぱいだった。500 キロ

走ったんだ！数年前ならとても無理だと思っていた距離だ。こうして数秒だけ感慨に耽り、気持ちを切

り替え仕事に突入した。そして、仕事が終わり、この日ぐらいはバス、電車を使って帰ってもよいだろう

という気持ちもあったのだが、9 月はまだ終わっていないのだ。まだ距離は伸ばせる。そんな気持ちが

わいてきた。そして、いつものようにランで帰ることにした。電車の時間まで余裕があったため祝園を

通り過ぎ、下狛まで走り、10 キロ。この時点で 513.5 キロ。もう十分だろうと電車に乗り込んだ。しかし、

この 513.5 という中途半端な距離が急に気になり始める。電車の中で、あと 1.5 キロぐらいは走れるだ

ろうと思い、松井山手駅に着くと（GPS ウォッチではなかったので）9 分ぐらい走って帰った。これで、私

の挑戦は本当に終了。515キロ。 

本来レースのために練習するのだろうが、9月は 500キロのために練習していたという感じであった。

距離を稼ぐため、ケガをしないように 30 キロ以上のペース走やインターバルの本数が不足していた。
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このため 10 月からはその二つを重視して、練習していった。レース 3 週間前（10 月の記録会）には練習

で初めて 37 キロ走った。あまり崩れることなく走れたことと 9 月の走り込みから大阪マラソンでは、サ

ブスリーは多分いける、ただ 2 時間 55分を切れるかどうかは分からないと思っていた。 

そしてレース当日。快晴。気温 13 度。日差しは強かったが、あまり気にならなかった（実際に走ると、ビ

ルや高速道路の影を走るところが多かった印象が残っている）。それより今シーズン初めてのフル、そ

して初めての大会ということに多少不安を覚えていた。初めての場所というのは勝手がわからないこ

とも多くスタートまで順調にいけるかどうか不安だ。 

今回は、ほぼ順調にスタート地点に立つことができた。予定通り、9 時スタート。私の動揺はその直後

だった。準備万端の GPS ウォッチのスタートボタンを押したつもりが、違うボタンを押してしまったのか、

また衛星を探し始めたのだ。走りながらの衛星キャッチは遅い。3－4 分してやっと衛星をキャッチ。しか

し、その後のペース表示がおかしい。スタート当初は恐らくキロ 4分半ぐらいのはずなのに3分半とか表

示されたり、自分では 4分 15秒ペースで走っているつもりが、4分 50秒と表示されたりしていた。10キ

ロぐらいまでは何度も時計を見ながら自分のペース、時計のペース、実際の走行距離など計算しなが

ら走り、走りに集中できなかった。 

時計は、最初の 3-4 分はずれている、ペース表示も信用できない。結局、私は周りのランナーに合わ

せて走り、5 キロごとの電光掲示板で自分のペースを計算するしかなかった。グロスとネットの差が確か

30 秒ほど、だからその分を差し引いて計算すると、、、、キロ 4 分 15 秒かあ。このペースならサブスリー

ぎりぎりやなあ。こんな調子で 15 キロまでいき、このペースで後半落ちてきたら 3 時間超えると思い、

そこから多少ペースを上げた。自分ではペースを上げたつもりだったが、中間地点でも 1時間 29分台。

サブスリーぎりぎりだった。 

転機は 30 キロ地点。ラスト 12 キロ！と体が反応したのか、ペースを上げることができ、周りのランナ

ーをどんどん抜いていった。35 キロを過ぎると南港大橋よ、早く来い、早く来いと思いながら走ってい

た。テレビではさも大変な登坂のように放送されているが、福知山の最後の坂や他のマラソン大会の

大きな坂に比べたら大したものではないだろう、一気に駆け上がってやるわと思っていた。そして、南

港大橋。確かに勾配はきついものの、それほど長くもなく一気に駆け上がった。あと 5 キロ。まだ私の足

は大丈夫だ。どんどんランナーを抜いていく。そして 40 キロ過ぎぐらいだろうか、前方に風船をつけた

3 時間のペースランナーを見つけた。一瞬、エッ、なんで俺の後ろではないの？と思った。 

私は焦った。快調に走っていたため、3時間は必ず切れる。あわよくば 2時間 56分ぐらいでゴールで

きるのではと思っていたのに 3 時間のペースランナーが先に走っている。1 キロぐらい追いかけてやっ

と抜き去り、そのままペースを維持して最後のカーブを曲がる。ラスト 195メートルで電光掲示板が目に

入る。やっと正確な数字がわかり（その時私の GPSウォッチではすでに 43キロ以上走っていた）、2時間

57分を過ぎたところだった。ネットとの差は確か30秒ほどだったな、ネットタイムでなんとか57分切れ

ていてくれと思いながら最後の気力を振り絞りゴール。グロスタイムで 2時間 57分 38秒。ネットタイム

で自己ベストを更新したことは分かった。 

ゴール後はヤッターというより、3 時間切れてホッとした気持ちが大きかった。それに加え、走り込み

月間の 9 月からずっとこの大会を目指して練習してきたため、解放感でいっぱいだった。自己ベストを

出して気が大きくなった私が帰宅途中にやったことは、いつもセブンイレブンで買うコーヒーのサイズ

をレギュラー（100円）ではなく、初めてラージ（150円）にしたことだ（セコい！）。 
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１１月４日～５日 橘湾岸スーパーマラニック島原ステージ １０３ｋ   

今坂英夫 １６：３８：３０ １８６位/３３５人中 

１０月１６日の四万十川ウルトラマラソン１００ｋに４年ぶりに当選し参加、残念ながら最終関門９３．９ｋに激

しい雨の中頑張りましたが２分遅れでバスに収容されました、その悔しさもあり３週間後の橘湾岸では

必ず完走しょうとのぞみました。 

１１月４日の深夜２３：５０に小浜温泉をスタートし１１月５日の１７：００迄にゴール、走力と年齢によりアーリー

スタート（２１：００～２：００）がある。今回は７６歳の女性が「冥土の土産に一度１００ｋウルトラを完走したい」

とのスーパーおばちゃんが参加し見事２０：０８で完走、国内では年齢的に初の記録だとか。 

私は四万十川ウルトラの疲れもなく、むしろ完全燃焼できなかったせいか快調でした。ナイトランの眠

気もなく、キリシタン天草四郎の原城跡、島原城を経て平成新山の大火砕流跡を見晴らす眉山ロードを

通過し雲仙温泉登山路にはいる、標高７４０ｍの仁田峠入口を経て雲仙温泉を通過し下り坂を一気に再

び標高０ｍの小浜温泉のゴールをめざす。コースが超ハードで累積高度が１７６５ｍあり、普通の１００ｋウル

トラより２～３時間は余計にかかる、（１位のランナーでも９：２０で通常７：３０で完走） 

私は雲仙温泉の登山路も歩かず走りきれ、雲仙温泉からの小浜温泉までの１６ｋ下り坂もペースをあ

げて走れゴールし完走できました。この大会はエイドが充実していて、果物、ゼリー、中華粥、豚汁カス

テラ、おにぎり、杏仁豆腐、ぜんざい、そうめんの地獄煮などがあり、ランナーもエイド食とスタッフのも

てなしに満足してリピーターが多い大会です。またエントリ代も１００ｋで１万円と安いのも魅力です 

 

11 月 6日（日） 第 20 回大阪・淀川市民マラソン 

梶正人 フル 3 時間 55 分 00 分 ネット 3時間 54 分 38 秒 

913位/6040 名(フル男子の部) 964 位/約 7300 名(総合) 

今シーズン最初のフル、毎年練習不足でツライ目に合う大会ですが、今回も 25 キロ過ぎから筋肉疲

労、足底の痛み、股関節の痛みが出て苦しい展開になりました。ロキソニンやサプリなどに助けられな

がら粘りましたが、最後は失速してしまいました。 

それでもなんとか 4時間を切ることができ、シーズン初めのレースとしては上々の出来だったと思い

ます。次は 23 日の福知山です。 

 

１１月６日（日） 第 47回 ニューヨークマラソン 

満岡冨佐子 4 時間 40 分 00 秒 

今回の海外マラソンは初めて一人で走りました。コースはワンウェイでニューヨークのすべての区を

走り、それぞれの地区の特徴、違いを肌で感じながら楽しむことができました。スタート地点は軍用地で

もあり応援の人は入れず、なかなか厳しい警備でした。荷物検査に加え、空港でするようなボディチェ

ックもありました。４時間も待ち時間があるので防寒対策が必要ですが、ホットコーヒーやベーグル、バ

ナナ等のサービスがあって気はまぎれます。しかし、ずーと一人でいるのは心細いものがありました。 

ランナーは Wave１～４に別れて２５分おきに順次スタート。各 Wave も３組に別れてスタートラインが違

いますが、５キロ付近で合流。スタート直後の大混雑やスタートロスも少なく、加えて結果もネットタイム

なのでマイペースで走れます。国内マラソンの結果もそろそろグロスからネットタイムに変える方が合

理的だと思います。 
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１０時４０分（Weve3）スタート。５万人のランナー

に対し応援も２００万人（？）。生のバンド演奏も多

く、名前を付けて走っていたら名前を呼んでの声

援もあり、現地の人から日本語で「いきましょ

う！！」「頑張って！！」などの声援もあり、楽し

く走ることができました。エイドは３マイル地点か

ら１マイル毎にあり食べ物も沢山ありました。 

今回棄権した主人に大会の様子を伝えようと

スマホを持って走りましたが、スタテンアイランド

からブルックリンに入ってしばらくは調子よく撮影

できましたが、急にスマホの反応が悪く、いくらタッチしても反応しなくなり、５～６回写したい場面が来

るたびに操作を試みましたが、上手くいかず諦めました。景色を見たり、ハイタッチをしながらランを楽

しみました。「２５マイル付近で応援する！！」と聞いていたので気を付けながら走っていると見つける

ことができ、主人の傍で応援していた人も一緒に喜んでくれたことも嬉しかった。 

正確なタイムは後日、完走証が送られることになっているが自分の時計では４時間４０分で一ケ月前

の筑後川マラソンとほぼ同タイムだったので満足しています。 

 

１１月２０日（日） 第６回神戸マラソン  

藤田邦昭 フル ３時間５９分２１秒(グロス)  ３時間５７分２６秒(ネット) 

スタート時の気象条件は気温１８度、湿度９０％でこまめに給水を取って下さいと頻繁にアナウンスさ

れる。水分をしっかりとるので、トイレを３２ｋｍ過ぎまで２回して、トイレ待ちもあって走りのリズムに乗れ

ない。３１ｋｍ付近で後方より(くにあきさ～ん)の声がして同じ名前の人もあるのか？すると古林様が颯

爽と抜いて行かれ、たちまち姿が見えなくなった。 

３０ｋｍで２時間５０分台、今日はサブ４は厳しい。だが古林様を追っていければ、まだ僅かだが可能性

はあるし、コース最大難所の３４ｋｍ過ぎからの浜手バイパス登り４ｋｍに勝負を掛け、サブ４に繋ごう。 

この５ｋｍで約３分タイムアップし、ポートアイランド内でのラストスパートを効かしてグロスタイムサブ４

まで３８秒差の薄氷を踏むフィニッシュだった。 

最後まで粘れた事に乾杯・・神戸の餃子も美味しい・・ビールおかわり・。 

古林肇 フル ネットタイム  ３時間５４分４４秒   

 ２万人が港都を駆けた晩秋の神戸マラソン。曇り空、気温は約 20℃とマラソンを走るには高温だっ

た。「感謝と友情」をテーマに AM 9.00 と 9.15 の 2 回に分けてウェーブ発進。三宮の神戸市役所前を

Ready-go!(用意ドン)サン TV や朝日放送、神戸新聞などカメラクルーがひしめく中、超スロージョグの

様相でレースは動き出した。 

元町の中華街、長田の鉄人２８号モニュメント横などを過ぎて大集団は黄色のひまわりをモチーフに

した手袋を着用して西へ西へと進路を取りながら須磨の海を左に見て舞子公園近くの明石海峡大橋を

折り返す。 

私はこのコースを走るのはもう４度目、勝手知ったる何とかではないが、モグラの穴(笑)まで熟知し

ているつもりだった。ところが、あにはからんや、"今年はなんと 10 ㌔を過ぎてから道幅が極端に狭く

なりはじめた!? <走りづらいこと夥しい> 大声で怒りを発したいが押し殺す。立錐の余地もないほど詰
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めかけて声援を送ってくれる沿道の皆さんに感謝しながら、磯

の香りをかいで踵を返した。 

 レースは佳境に入り何と３１キロ地点でマラソンのレジェンド

(偉人)、我らが F・クニアキ氏をとらえた。この時はまるで”地獄

で仏に会った"ような心境だった。近づいて・・・握手を交わやい

なや予想だにしない言葉が返ってきた。「今日はしんどいあか

ん」。一瞬愕然とした私は二の句を継げずお先に失礼??? 

しかし 2～3 キロ進んだところで追いつかれ、共に一番つらい

３０㌔半ばを黙々と走り続けた。ハーバーランドの浜手バイパス

上り勾配途中に 36 ㌔の表示板がある。 

～～～激しいデッドヒート(汗)を繰り返しながらさらに 38㌔あ

たりまで並走。が、エイドステーションでドリンクを摂っている間に

はからずも私は振り落とされてしまった。 

結局レジェンドと８㌔近く続いたつばぜり合いは 39 ㌔地点で

決着を見た。<後塵を拝する結果に> それにしても坂道を駆けあがる７４歳のクニアキ氏の強靭な足腰

には痛み入った。日頃から練習量でも大差をつけられているので当然と言えば当然なのだが・・・。 

６８歳の私は這う這うの体でポートアイランドをあとにせざるを得なかった。 ちなみに今回は55回目

のフルマラソンであり、ハーフと合わせると奇しくも 100回目という記念のレースであった。 

「ありがとう 42.195㌔」。 

    

11 月 20 日（日） 第５回 新宮・那智勝浦 天空ハーフマラソン 

満岡冨佐子 ハーフ 1時間 59 分 33秒（ﾈｯﾄ 1:59:04） 28／167 人（女子 60 才以上 3位） 

普段、走る事が出来ない高速自動車道となる所なので舗装が綺麗で走りやすく、トンネルが多いコ

ースなので日焼けを気にしないで走れます。また、適度にアップダウンがあり、トンネルの切れ目に出る

と爽やかな風を感じ、合間から見える景色も良かったです。さ

らに女子は男子の約５分の１の参加数なのにトイレの数は男女

同じくらいで、女性に優しい大会でした。 

ハーフマラソン参加者、約２６００名。北海道から鹿児島まで

各地から参加がありますが、背中に付けるゼッケンには府県

名が入っていて、新鮮？な感じがしました。自動車道を完全

封鎖して実施されるので応援はスタート、ゴール地点のサッカ

ー場のみで走路での応援はエイドスタッフのみと少し寂しい

ですが、暖かい声援に元気をもらって頑張る事が出来ました。

また、この季節としては異常に気温が高く、２２度もありました

が、走行距離の半分近くはトンネル内を走るコースなので気

温が高いわりには、その暑さを苦痛に感じないですみました。  
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【速報】 11月 23日（水・祝） 第 26回福知山マラソン 

横尾祐郁 2 時間 55分 59秒  加藤照男 3 時間 35分 58秒 

武林誠 3 時間 47 分 38秒  栢木利和 3 時間 49分 27秒 

田實敬幸 3 時間 59分 40秒  梶正人   4時間 02 分 32 秒 

三木省三 4時間 13 分 37 秒  竹原順治  4時間 17 分 41秒 

中島徹 4時間 31分 25秒  中島寛子  4時間 33分 39秒 

齋藤正法 4時間 52分 40秒 

 

11月 23日（水・祝） 第 26回福知山マラソン  

横尾祐郁 フル 2 時間 55 分 59 秒 （ネット 2 時間 55 分 49 秒） 

総合順位 115 位／7013人 種目別（一般男子 45～49 歳） 6 位／1053人） 

～ 自己ベストの神は今年も福知山にいた！ ～ 

大阪マラソンから 3週間ちょっと。疲労が実際にはどれほど解消されているのかが一つのカギとなる

と私は考えていた。過去のレースから判断すると2週間では短すぎる。最低でも 1か月はほしい。今回は

その中間だ。ただ、大阪は比較的余裕をもって走れたこと、大阪の後の練習ではあまり疲労を感じるこ

とはなかったこと等から、自分ではほぼ万全の状態だと感じていた。そして、大阪では慎重なレース運

びだったので、今回は、前半も多少速く走って自己ベスト更新を狙っていた。だからレース 1 週間ほど前

から早く走りたい、走りたいとウズウズしていた。一方で、こういうときこそ足元に注意しなければなら

ない。3 年前のように足を挫いて骨折でもしたら元も子もない。最後の 1 週間は慎重に過ごした。しかし、

調子が良い時ほど何かあるものである。2 日前の朝、職場でぎっくり腰的な痛みが右側の腰に走った。

歩く限りは問題ないが、走るとその上下動で痛みが生じる。走れないほどひどくはない。これまでレー

スを心待ちにしていた気持ちが不安な気持ちに変わっていた。あと 2 日ある、何とか回復してくれと祈

るような気持ちで当日を迎えた。 

レース当日の朝、痛みに変化はあまりなかった。しかも天気は曇り。福知山に到着したら小雨模様で風

もある。福知山マラソンの日はこれまで大体良い天気で気持ちよく走れたのに・・・。気持ちがのらない。

腰の痛みが悪化して、途中から歩くことになるのでは。いつもの膝の痛みが出てきて歩くことになるの

では。否定的なことばかりが頭に浮かぶ。しかし、もう腹をくくるしかない。今更逃げるわけにはいかな

い。3時間だけ我慢すればよいではないか。福知山に 42キロ走をしにきたと思えばよいのではないか。

福知山のコースは体にしみこんでいる。よい結果が待っているに違いない。前向きな気持ちに切り替え

た。そして、自己ベストを何度も更新したこのレースでのゴールシーン、そしてゴール後の解放感に浸っ

ていた感覚を脳に送り込んだ。一緒に参加したご近所の K さんにも腰の痛みがそれほどでなければ自

己ベスト更新します、と宣言した。 

スタートした瞬間、痛みは感じたが、何とかなるレベルだと思った。そして、5 キロほど走ったあたりか

ら痛みは感じなくなっていた。あとはレースに集中するだけだ。1 キロごとのタイムを確認しながら走っ

ていったのだが、風の影響でタイムの割に息が上がるのが早く、後半が心配だった。8 キロあたりから

由良川沿いを走るコースとなるが、そこからは本格的に向かい風との闘いとなった。自己ベストを更新

するペースを維持しようとしていたため、明らかに余裕のない走りになっていた。福知山のコースはフ

ラットだとはいっても神戸マラソンのコースのように微妙なアップダウンが続く。向かい風の中、微妙な

登り坂は心臓をよく使う。このままのペースで後半大丈夫だろうか。大阪では、前半は周りの景色を楽

※ランナーズアップデート

より抜き書きさせていただ

きました。完走記をお待ち

しています。 
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しむ余裕があり、ギリギリサブスリーペースのキロ 4分 15秒がゆっくり感じられたが、今回は全くそうい

う余裕はない。オールスポーツのカメラマンさんにいつものように Vサインをすることもなく、声援にも

一切視線を向けず、前だけを向いて 24.5 キロの折り返し地点を目指した。時折強い突風もあり、もうサ

ブスリーは無理かなと思ったことも何度かあった。 

中間点が 1 時間 28 分台だったので、後半失速したら明らかに 3 時間オーバー。頑張って走っている

のに、あまり余裕がないことが分かり、焦った。とにかく足が最後までもってくれーと思いながら走って

いた。そして、なんとか折り返し地点まで持ちこたえた。折り返した瞬間、「よっしゃー！」と声を上げ、気

合を入れた。向かい風は当然ない。追い風となったが、あまり感じられなかった。あと 18キロしかないと

思い、ペースを上げた。今のペースを維持して、いけるところまでいこう、足が止まったらそれでよいで

はないか。前半追い抜かれたランナーたちを抜いていく。 

30 キロ通過タイムが 2 時間 5 分台。本当にこのペースで最後までいけるのか、足はどこまでもつの

か、そんな思いで走り続けた。35キロあたりでは、このペースでゴールまで走り、川内優輝のように倒れ

込むことができるのか、100％力を出し切ったと言えるのだろうかという思いが頭に浮かんだ。大阪の

ように余力を残してゴールはしたくなかった。そう思うとまだまだいけるのではないかとも思えた。ラ

スト 5キロの表示が目に入る。タイムを計算すると自己ベス

トを更新できることがわかった。そして、ついにあの坂、41

キロ地点に到着。 

いよいよラスト 1.2 キロ。腕を振り、最後の力を振り絞る。

坂のため多少ペースは落ちているが、まだ足にはきていな

い。あの陸橋が近づいてくる。右折すればゴールだ。もう最

後だというのにペースは上がらない。42 キロを過ぎ、右に

曲がる。ゴールが見える。そして、電光掲示板が目に入った。

2時間 55分 48秒。56分を切りたい。そう思った瞬間、体が

ダッシュをしだした。こんな力がまだ残っていたのかと自

分でも驚いた。電光掲示板を見ながら、全力で走る。

55,56,57,58,ゴール。手を上げてゴールすることも忘れ、呼

吸は激しく、大きく開いた口はしばらく閉じられなかった。

倒れ込むことはなかったが、全力は尽くせた。 

10数歩歩いて、この大会のスタッフの皆様、応援してくだ

さった福知山の皆様に感謝の気持ちで合掌、頭を垂れた。

自己ベスト更新より、無事終わった安堵感、解放感の方が大きかった。ゴール後、参加賞の T シャツを受

け取る時、20 名ぐらいのスタッフの皆さんが私一人に向け満面の笑みでの拍手。昨年もそうだったが、

この時に私はグググッとこみ上げてくるものがある。練習を重ねてきた自分が認めてもらったと感じ

るからではないかと自分では分析している。普段の生活でそのような機会はあまりないだろうから。参

加賞配布の場所だけでなく、受付から帰る時までお会いした運営スタッフの皆さん、ほとんどが素晴ら

しい対応で、この雰囲気を味わうため、参加したいのかもしれない。 

さて、着替えを済ませそうこうしているとあっという間に 2時前（タイム 3時間 30分）になっていた。

昨年もそうだったが、急いで応援に向かった。驚いたことに走れるのである。まだまだ力は残ってい

た！あの陸橋の階段を降り、ゴール付近に向かう。次々と必死の形相でゴールするランナーたち。自分



 第４８２号  ２０１６年（平成２８年） １２月１０日発行   

 

 9 / 10 

 

 

も同じようについさっきゴールしたためランナーたちと同じような気持ちになり、胸が熱くなった。ゴー

ル付近は人も多いので、ゴール近くの曲がり角まで行くと、ちょうどそのコーナーを曲がっていた加藤

さんを発見。大きく声を掛けたら加藤さんが振り向いてくださった。すぐに K さんが来て、その後、昨年

同様、ラスト 500m ぐらいのところで傘を差しながらランナーたちに声を掛けた。「ファイト！」「ナイスラ

ン！」「あと少しです！」「サブフォーいけます！」「陸橋越えたらゴールです！」私は真剣な表情で目

を見て応援した。自分が走っている時は、そのような応援が自分の走る力になるからだ。笑いながらの

応援を受けてもあまり嬉しくない。こっちは真剣に走っているんだと思ってしまう。目が合ったランナー

の多くは、目で挨拶をしてくれたり、「ありがとう！」と応えてくれたりしてくれた。武林さん、栢木さん、

田實さん、梶さん、竹原さん、中島さん、三木さんに声を掛け、雨の中、あっという間に 1時間が過ぎてい

た。 

すると雨が激しくなり、気温も低くなってきた。齋藤さんはまだ現れない。大丈夫だろうか。このあた

りのタイムになると歩いている人が多い。齋藤さんも昨年は歩いて来られた。時間が長く感じられ、時

計を見る回数が増えた。4時間58分が過ぎた。グロスタイムでのサブ5は無理だ。すると泣きそうな顔

で齋藤さんが走ってこられた。自分の父親と同じくらいの歳の齋藤さんが雨の中、必死で 42キロを走っ

てきた。その姿に勇気をもらった。私は「ネットタイムでサブ 5 いけます！」と声を掛け一緒に 42 キロ地

点のコーナーまで走った。今年の私の応援は終了した。自分の記録更新と、42.195 キロを走ってきたラ

ンナーたちを応援することで得られた勇気。大満足の福知山でした。 

日練参加１０００回達成 石橋伸一 

一つの目標であった１０００回達成。ちょうど 30 年かかりました。定年後、農業をしたいと佐世保へ帰り、

約 3 年半「走ろう会」からご無沙汰していましたので、その分５名の方に後れを取りました。京田辺に帰

ってからは会長の大役を仰せつかり、日練最優先の生活でほぼ毎週参加しています。また老化による

記録の低下を最小限に食い止めるため、長続きできる練習方法として5年ほど前から早朝練習を実施。

無理なく毎日走ることを原則にやってきました。1 年前からはウォークも取り入れ、諏訪が原公園までの

往復５ｋｍのウォークと公園内の広場（1周 257ⅿ）を２０～３０周ジョッグ、朝 6時から約 2時間かけてやっ

ています。 

次の目標は、高校時代から半世紀をかけて走ってきた走行距離が今99500ｋｍ。来年までに１０万ｋｍ達

成を目指しています。あくまでも健康の為走り続けたいものです。 

 

☆ 連絡版  ２０１６．１１．２７  京田辺走ろう会・役員会  

Ｏ 長距離記録会（強化部主催）・１２月４日（日）の予定 

   以後、1月 8日、2月 12 日、3月 5日の予定です。 

Ｏ 年末年始の行事日程が決まりました。要項は別紙。 

  ｏ 年末長距離ランと忘年会・・12 月 23日（金） 

  ｏ 新春初詣ランと新年会・・1月 3 日（火）に予定 例年通り行う 

Ｏ 日練参加回数、達成表彰 

   今までの５０、１００回の記念盾をやめ、商品（一休品など京田辺の特産品）を渡す 

   次回より実施 （11 月 5日の役員会で決定） 

Ｏ 体協より 

   ｏ体協関係予定表 
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      市民駅伝大会・・２月１９日（日）中央体育館・市内各場所 

       各地域でのチーム作りを宜しくお願い致します 

      →要項文は市広報・「ほっとたなべ」12 月 1 日号か学びの情報誌・冬号参照 

   ｏ山城地域スポーツ推進研修会・・１２月７日（水）午後 7：30～ 社会福祉センター 講演「健康

寿命を延伸するために必要な運動」申込締め切１１月２５日  会より竹原順、坂田夫妻、石

橋で申し込みました。 

   ｏスポーツリーダー研修会（普通救命講習会とＡＥＤの使用方法）・・１２月２１日（水）10：00～  

中央体育館・第一会議室 申込み１２月１２日まで 

Ｏ とうちく祭り・・３月１１、１２日（土、日） 役員１名（駐車場係） 

 

※ 年末長距離ランについて  

 年末恒例の長距離ラン、嵐山から関屋橋３０ｋｍを下記のとおり実施いたします。 

嵐山９時３０分頃出発し、途中「太陽の家」で休憩、関屋橋には１３時３０分頃に帰る予定です。 

「ゆっくり・楽しく」走りますので、ぜひご参加ください。 

［概要］ 

開催日：平成２８年１２月２３日（祝・金） 

  集合： 近鉄新田辺駅改札口 ８時００分 

  経路： 近鉄新田辺駅 8：11（京都行急行）→8：34 京都駅 8：48→9：03 ＪＲ嵯峨嵐山駅 

→ジョギングで渡月橋 ９時３０分スタート 関屋橋到着は 13：30～14：00の予定 

  （京阪八幡市駅から京阪バス２番乗場 12：01 発と 13：21 発の新田辺行き・健康村下車 380円 

所要 26 分に乗車可能です） 

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

補食、給水用飲物、その他必要なもの・・すべてリュックに入れて走ります） 

  雨天の場合は中止 

 

※ 2016年忘年会開催の御案内  

 

日時   平成 28年 12月 23日（金） 祝日（天皇誕生日） 

        午後 6：00時～午後 8：30 

場所   割亭 新店 （京田辺市水取浄楽 37） 

         電話 0774-63-1616 

会費   ￥6,000- 

   ※送迎バス 送迎場所 ： 松井山手 17：15～大住ケ丘公園 17：20 

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

              17：45予定 

料理   ちゃんこ鍋（造り・から揚げ付） 

申し込みは、親睦部迄 

※参加申し込み締め切り日、平成 28年 12 月 20日迄 

                                


