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平成２９年（２０１７年） 新年にあたって 

あけましておめでとうございます。 

昨年度は熊本や鳥取での地震、地球温暖化によるとみられる異常気象・

自然災害の多発（台風や大雨）、自然環境の大切さを痛感した１年でした。

会員の皆様方におかれましては如何でしたでしょうか 

 さて、走ろう会も昨年は結成 30 周年を迎えました。光陰矢の如しです。

30年といえばほぼ人生の半分（？）思えば大変な歴史を歩んで来たもので

す。当時は考えもしなかった日本の総人口の減少、急激に進む少子高齢化

社会、情報化社会と格差社会の拡大・・。この大きな時代の変化の中で走

ろう会をどう進めていくのか。高齢者の方には健康寿命を伸ばす手段とし

て、定年後の方には第二の人生を進む支えとして、現役の方には生活の質

の向上と記録更新に向けて、様々に会（組織）としてしかできないものを追及して行きたいと思い

ます。 

また、第４回を迎える総体・ロードレース大会を軸に伝統の会行事をどこまで継続できるか、会

員の皆様が元気に楽しく参加できる行事をどのように作り出していくか・。皆さんと一緒に考えて

いきたいものです。今年も、元気に走る目標にむけて頑張りましょう。  （会長 石橋 伸一） 

 

走ろう会結成 30周年記念 第 30回年末長距離ラン ２０１６．１２．２３ 

会結成以来の伝統行事もここ数年、会員の高齢化やマ

ンネリ化もあり参加者が減少気味。さらに事前に参加者

を募らずぶっつけ本番のやり方もあり、何人参加される

のかの不安も付きまとう。今回は 30 回目を記念して完

走証の発行や、途中にエスケープルート（八幡からのバ

ス便も）などを設定しました。8時 11分の新田辺発急行

に乗ったのは 7名でしたが京都経由ＪＲ山陰線・嵯峨嵐

山で数名が合流。 

出発地の渡月橋公園では 12 名となった。ここで準備

体操・トイレ・集合写真をとり 9 時 40 分出発。前日の雨も上がり晴れ間も見える穏やかな天気の

なか堤防の自転車道を走る。川の向かい側には京都のシンボル比叡山、後方には愛宕山が我々を見

送る。やがて大きな橋を渡ると 25 日に予定されている全国高校駅伝の拠点・西京極陸上競技場の

横を走る。7.1 ㌔地点の公園でトイレ休憩、11.2 ㌔の太陽の家で軽食・トイレ休憩（11：10～30）

で一服。ここからが一番長く感じる桂川の堤防道。羽束師橋～宮前橋～御幸橋（19.7 ㌔、12：40
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着）ここでお迎えラン 3名が合流。あとは会のホームコース・・ところが 1号線付近から雨がポツ

ポツ、すぐ止むだろうと思っていたらなんと流れ橋付近では本降りに、霰も混じっていたとか・・。   

天気予報では雨は降らないとのことで全員全くの無防備。びしょ濡れになって関屋橋のゴールに。

そんな中ゴールで温かいウドンを接待していただいた岡田さんに皆さん感激でした。うどん美味し

かったです。ゴールは 2 時～2 時 30 分。なお途中、事情で 3 人が抜けられ完走は 9 名でした。夜

の忘年会で表彰（完走証）されました。距離 29.7㌔（嵯峨嵐山～渡月橋約１㌔は含まず） 

参加者・完走者 中島夫妻、藤田邦、藤田耕、坂田一、齋藤、藤井、竹原順、石橋 

     途中まで、第二京阪・梅澤、流れ橋・森岡、森 

     お迎えラン、高岡三、香村、香村さんの友人。 ゴール、岡田 

忘年会 

ことしもまた、新店での開催でした。会費 6000円。料理はち

ゃんこ鍋。飲み放題はなし。 

走り込み月間の表彰。長距離ランの表彰がありました。（特

別賞はなし） 

恒例となったプレゼントの交換会は、ビンゴゲームによって

順番が決められました。 

参加者は、26名でした。 

 

今年も、年の初めは“新春初詣でラン” 1月 3日（火） 

元旦からの穏やかな天気が続く 3 日の朝、午前 8

時の関屋橋に日練を兼ねて 32 名が集合。新年の挨

拶・軽いアップとミーティング（日練大賞などの表彰）

後、恒例の初詣ランに出発。 

 ここ数年、走力の格差（？）が広がったのか、往路

はまとまって走る予定が集団ごとにばらける。石清水

八幡宮の登り口下のトイレ前で全員揃うのを待つ。途

中新年会の準備をされる方が戻られ、八幡宮の石段・

坂を登った方は 22 名。かっては大半が走って登った

のですが最近は歩く方が主に。本殿での参拝は、穏や

かな天候のせいか参拝に長い列ができていました。それぞれが今年の“走り”を祈念した後、全員

で記念撮影。帰りは走力に応じて各自のペースで走る。ほぼ、11：30～12：00 に関屋橋に帰りま

した。この後、親睦部による新年会が手原川の河原で行われました。 

新年会 

 大住橋の下での恒例の新年会。年々、集まりがバラバラで待ちくたびれる人が多く、12時ころに参加予

定者の過半数をみて開会されました。先ずはビールで乾杯！！大吟醸の利き、スパークリンワインの飲

み比べ、そして燗酒とじゃんじゃん飲みました。一時行方不明だった大鍋が見つかり、味噌汁もいただけ

ました。お酒、かまぼこ、うどんなどの多くの差し入れをいただき、ありがとうございました。そして毎度のカ

レンダーもありがとうございまし。会費、2000円、参加者 25名でした。 
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☆ 長距離記録会 ☆ 

12月 4日（日）晴れ 気温 7.7度 

30km 10km 

横尾 祐郁 2時間 7分 12秒 藤田 耕平 47分 30秒 

20km 石橋 伸一 47分 55秒  

瀬尾 浩司 1時間 24分 50秒 前田 純也 56分 24秒 

竹原 順治 1時間 53分 1秒 森岡 進 57分 0秒 

8km 兼田 政章 58分 5秒  

秋月 康敏 1時間 12分 22秒 坪倉 修二 1時間 2分 46秒 

前薗 俊彦 1時間 12分 22秒  豊島 博子 1時間 3分 10秒 

5km 古野 敏 1時間 3分 13秒 

坂田 敏子 40分 47秒 梅澤 宗平 1時間 4分 14秒 

  高岡 三樹子 1時間 5分 16秒 

  竹原 絹栄 1時間 5分 16秒 

  高岡 元章 1時間 7分 0秒 

 

 

 

 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

11月 23日（水・祝） 第 26回福知山マラソン 

加藤照男 フル 3時間 36分 29秒 （ネット 3時間 35分 58秒） 

 今シーズン２回目のフルマラソンです。前回の大阪マラソンで 20Ｋ前後からお腹にバナナや一口羊羹

などを入れることにしてから、最後までお腹のむかつきを抑えることができました。今回もポケットに一

口羊羹を３つほど入れて走りました。 

 スタート時は小雨、次第に止むような天気予報だったのですが、結果的には１日中雨。 

走っている時は、そんなに寒さを感じなかったのですが、走り終わったら急に冷えてきました。気温は大

分低かったようです。 

 走りは、羊羹のおかげでむかつきもなく、最後まで走りきることができました。タイムも大阪より１０分

ほど短縮できました。昨シーズンはほとんどの大会で胃のむかつきが出て、レースの後半は走ったり歩

いたりの状況でしたが、今シーズンは今のところ羊羹対策が効いているのかむかつきはありません。次

回の加古川ではもう少しいい記録を目指したいと思います。 

〈大阪マラソン 2016.10.30〉（記録：3 時間 46分 16秒、ネット 3 時間 44分 27秒） 

齋藤正法 フル 5時間 01分 44秒（ネット 4時間 52分 40秒） 

 今年も三段池のモミジがきれいな色で迎えてくれました。11 回目のフル挑戦です。スタートは定位置

のＪブロックです。左横にお墓があり元ランナーも眠っておられるかも。毎年出会うのも何かの縁。一礼

合掌してスタートする。本年は天候が悪く向かい風の強い処もあったが、沿道の声援に励まされ何とか

晴天で気温もちょうどよいくらいのマラソン日和。八幡市民マラソンと同日開催となった

ため、いつもより参加者は少なかったようです。記録会終了後は八幡に出場されたランナー

を応援しました。私たちも走った後だったので応援にも力が入りました。（強化部 横尾） 
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30ｋｍ地点に到着。毎回でことであるが、この辺からどっと疲れが出てきて一気にスピードダウンする。

キロ8分、9分、10分。時には歩きも入る。今回は一度立ち止まり足腰をしっかり伸ばし、残り 12ｋｍの自分

との戦いに備えて気合を入れ直す。 

タイミングよく 5 時間のペースランナーとその一団が追いついて来たのでとりあえずその一団につい

て行く。１ｋｍほどついていると、あ～ら不思議。いつもの苦しさがす～と消えて身体共に快調に走れて

いるではないか。おかしいな。いつもと違うと思いながらついていくとますます快調になり、足が軽く

動く。ペースランナーのお兄さんが「先頭スタートと同時の 5 時間だからＪブロックの人は 7～8 分の差

があるのでこのまま最後までついてもらえばグロスもネットも楽勝で5時間は切れますから頑張って下

さい」と励ましてくれる。気分よく 38ｋｍまできた。 

ピンクシャツのお姉さんが一団から抜け出した。調子が良いのでそ

のお姉さんについて行った。ペースランナーを少し引き離した。40ｋ

ｍまで来た。あと 2ｋｍ、楽勝と思ったとたん「ガクッ」ときた。一気に

ペースダウン。あれ～おかしいなあ。さっきの調子はどこへ行った

のか。ピンクシャツのお姉さんの背中がだんだん遠くなって行く。せ

っかく引き離したペースランナーの一団に追い付かれた。もう 1 回

つこうとするが、足が動かない。雨も降ってきてずぶぬれ。坂の途

中まで来て、２～３度立ち止まる。 

去年も今年もそうだが、「もし歩いていたら気合を入れて」と横尾

さんにたのんでおいた。早く終わってさっさと帰りたいだろうに長

らく待ってくれて、しかも雨の中必至に励ましながら歩道上を伴走

してもらった。おかげでふらふらになりながらもなんとかネットだけ

は5時間を切ってゴールすることができた。横尾さん、加藤さん、ほ

んとに有難うございました。 

今回の体験では 30～40ｋｍの一番きつい所でちょっとした変化で一番たのしく楽に走ることができた。

前走までとは正反対のことがおきた。自分の身体の中で何がおきていたのか。ただの「ハイ」なのか。

それともしんどい気持ちに負けて力が出し切れていないの。もし後者であれば、どのような練習をすれ

ばそうなるのか。おわかりの方が御座いましたらご指導のほどよろしくお願いします。 

 梶正人 フル 4 時間 05 分 03 秒 ネット 4 時間 02 分 32秒 

 昨年は調子が悪くあわや 5 時間かという状況であったので、今年はそのリベンジということで臨み

ました。目標はサブ 3.5ですが、最低でも 4時間は切りたいと思ってスタートしました。 

時折雨も降るイマイチのコンディションながら、体調もよく順調に折り返しまで来ました。30 キロ付近

でプライベートエイドを設置している会社の同僚の声援を受けるためにそこまでは何とか粘りましたが、

そこまでで限界… 足底痛、股間節痛、脚の痙攣などに襲われて、気力が持たず、本来は楽々4 時間を

切れるペースでしたが、最後の坂にも苦しめられて、いや、坂が苦しいと自分に言い訳して、4 時間を切

ることができませんでした。 

 タイムが悪かったレースの常で、練習不足を痛感しました。 

 

 

 




