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１２月 11日（日） 第 2回京都亀岡ハーフマラソン 

梶正人 ハーフ 1時間 39 分 44 秒 ネット 1時間 39 分 05 秒 公認男子 89 位/162 名 

 昨年から始まった大会に初めて参加しました。スタートまでの待ち時間で体が冷えて我慢して走って

いましたが、耐え切れずにトイレによって数十秒ですがタイムロスしてしまいました。スタートから折り返

しまでは向かい風で上り坂。大きなランナーを風よけに利用しながら抑え気味のペースで体力の温存

に努めました。折り返してからは追い風にも助けられ、ペースアップ。ランナーをごぼう抜きして、目標の

100分も切ることができました。 

 ハーフでは自分のプラン通りにペース配分もでき、快調に走ることができるのですが、フルになると

ボロボロになってしまいます。フルでもスタミナが持つように練習しないといけないですね。蛇足なが

ら、参加賞の T シャツがきれいなピンク色でとてもうれしゅうございました。 

 

12月 18日（日）第 28回三田国際マスターズマラソン  

高岡元章 ハーフ 2時間 20分 17秒 ネット 2時間 17分 42秒 

総合 3510位/4444人 男子 65歳の部 184位/278人中  

 

2月のフルの前に 12月にハーフを走りたくて昨年出た八幡市民マ

ラソンでエントリーを試みたがすでに応募を〆切っていたので久々

に三田のハーフにエントリー。気温も 10℃ぐらいで風もほとんどない

絶好の気象条件であったが上り下りの多いタフなコースに日ごろの

走り込み不足が重なり制限時間 2時間半にも危ない記録となってし

まった。 

三田（サンタ）ということで赤のランニングと赤白のキャップをつ

けて走った。20 年前に良く出ていたころより京田辺からの電車のア

クセスが良くなったし、沿道の応援も多いのでお薦めのハーフだと

思う。 

 

        

 

第 28回加古川マラソン 

横尾祐郁 フル 2時間 53分 39秒（グロスタイム） 

一般男子の部 25位／3209人、一般男子（40-49才）の部 11位／1068人 

福知山では、結果は自己ベストであったが、目標としていた 2 時間 55 分を切ることはできなかった。

そこで、福知山を分析してみた。福知山では往路は向かい風で、復路は追い風だった。しかし、追い風の

効果はあまり感じなかった。そして、最後のあの坂があるにもかかわらず2時間55分台でゴールできた。

向かい風がなければ 55分は切ることができたはずだ。私は自分の脳に、自分はもう 54分台で福知山

を走ったんだ、自分にはそれくらいの力がもう備わっているのだと思いこませた。福知山を 54 分台で

走ったのだから、体重を多少軽くすれば、加古川ではもっと速く走れるはず。そのように考えた。周囲に

は加古川の目標は 55 分を切ることと公言していたが、本音は 52 分台であった。その根拠は、1 キロぐ

らい体重を軽くすれば理論上、2～3 分ぐらいタイムを縮めることは可能だからだ。54 分－2 分＝52分
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というわけだ。私は、福知山の後、腹八分目を心掛け、減量を始めた。1kg ぐらいならすぐに落とせるだ

ろう。学生時代、階級別競技であるテコンドーをやっていた私は、5－6 キロ落として試合に臨んでいた

のだ。1 キロぐらい何てことはない。しかし、実際にやってみるとなかなか落ちない。結局 500g 程度は

落ちたが、1 キロ落ちたかどうか。そこで、風がなければ福知山を上回るタイムは出せるはずだと考え

ることにした。ただ、週間天気予報でレース当日の風が風速 7－8m ということは分かっていた。福知山

が風速 3m だったので、それより 2 倍以上強いことになる。一体風速 7－8m ってどれくらい？実感はま

だわかなかった。 

さて、レース前日、1 か月ほど前から決まっていた日帰りでの東京出張であった。新幹線の中でのんび

り過ごし、疲労をとるいい機会だ。東京での仕事を無事終え、品川を 16時40分頃に出る新幹線で帰り、

自宅には 20 時頃到着予定であった。品川駅には予定通り新幹線が到着した。時間通り到着したにもか

かわらず、電光掲示板にはなぜか 40分遅れと表示されている。疑問に思いながら乗車すると、新横浜・

小田原間の沿線で火災が発生し、いつ発車できるか分からないとのこと。あの糸魚川火災と同じ日、同

じ時間帯だ。しばらくすると、風が強く消火に相当の時間を要するとアナウンスがあった。こうなると最

悪のことばかり頭に浮かぶ。今日は列車ホテルに泊まることになり加古川には出場できないだろうと

か、京都まで帰れたとしても深夜だろう、タクシーで松井山手まで帰らなければならないとか。夕食は

自宅でとる予定だったため、特に買い込んではいない。買いに行くにも新幹線の品川駅ホームには売

店がないのだ。改札階まで上がって売店まで行かなければならない。しかも私の指定席は 16号車で新

幹線の一番後方。改札階の売店からは一番離れている場所だ。何か買いにいっている間に発車したら

どうしよう、などと思いながらも、もし数時間遅れで発車したら途中で空腹になり、グリコーゲンが枯渇

することは目に見えている。明日のレースにも影響してしまう。私は決断した。急いで改札階まで駆け上

がり、適当に食料を買い込み戻ってきた。幸いにもまだ停車中だった（実際、出発が決まってから発車す

るまでの時間は 10分もなかった）。結局 2時間近く遅れて発車し、京都に着いたのは 21時過ぎ。自宅に

着いたのは 22時。翌日の準備などをし、寝る頃には 24時を過ぎていた。 

翌朝は始発に乗るため4時起き。熟睡できないまま起床。加古川に行く電車の中で睡魔が襲ってくる。

そして、加古川駅到着。何となく頭はぼんやりしていた。脳をシャキッとさせるため、駅構内のセブンイ

レブンでコーヒーを注文する。いつものレギュラーサイズ（100 円）だ。コーヒーを飲みながら駅を出ると、

風はあまり感じられず、これなら自己ベスト出せるのではと思っていた。しかし、シャトルバスに乗り、現

地に着いたら「歓迎！加古川マラソン」の登りがはためいていた。ものすごい強風だ。後で知ったのだ

が、風が強すぎていつも設置してあるエアーアーチは設置できなかったとのこと。この風ではサブスリ

ーは無理だ。一気に気持ちが消沈する。アップ中に満岡さんご一家とお会いしたときも、「サブスリー、

頑張ってください」といわれたが、私は「この風では難しそうですね」と言葉を濁した。 

そうは言ったもののアップをしながら過去のレースを振り返った。今年（2016 年）2 月の木津川マラソ

ンでもコースの半分は強風の向かい風だったではないか。その中で確か 3 時間 3 分台だった。55 分を

切ることは無理でもなんとかサブスリーいけるのでは、と思いなおした。 

アップをする間も風が止む気配はない。レース展開を考える。10 キロの折り返しまでは追い風、その

後、24キロの折り返しまで向かい風、そこから 34キロまで追い風、ラスト 8キロは向かい風。結局コース

の半分は向かい風だ。追い風区間でタイムを稼ぐしかない。 

スタート 20 分前、9 時 25 分頃に整列。加古川は 3－4 千人大会であるため、A ブロックもそれほど多

くない。最前列あたりで待つことができた。ゲストの太平シローが「今年最後の走り納めです。頑張って
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ください。」というようなことを言っていた。そうだ、今年最後だ。風がどうであろうと自分のベストを

尽くそう。福知山では全力を出したようで実はまだ力が残っていた。ゴールしてぶっ倒れるぐらい走り

たい。 

スタート 5 分前？。全体でスタート地点まで数メートル前に進む。私はいつものように一番端の柵近く

でスタートを待つ。すると柵の外に、ご家族の応援に来られていた満岡さん（ご主人）がいらっしゃった。

満岡さんから「頑張ってください」と声を掛けられ、そして、握手を求められた。私は、これから戦場に向

かう若者のような心境になり、たとえ風が強くとも全力を出し切る覚悟で「頑張ります」と小さな声で

応え握手を交わした。父親から頑張ってこいと背中を押されているような気持ちであった。 

スタート 2 分前。前方にはまっすぐ 1 本道が続いている。その場でジャンプを繰り返した後、深呼吸を

し、呼吸を整えた。目を閉じ集中力を高める。前を見据えスタートを待つ。そして、スタート。10 キロの折り

返しまでは追い風になるため、最初から飛ばしていかなければならない。先頭あたりでスタートしたた

め、ランナーをかき分けて走る必要もない。ロスタイムはほとんどなく出走できた。今のうちにタイムを

稼いでおかなければならない。入りの 1キロこそ 4分 10秒ぐらいだったが、その後はキロ 4分を切るペ

ースでタイムを刻む。追い風ではあるものの、このようなペースで本当に最後までもつのか。呼吸が荒

い。不安を感じながら、まあよい、今年最後だ。もつところまで行こう。今回は GPS ウォッチではないラ

ンニング用の時計で走ったため、1 キロごとの距離表示地点で時計を押しながら進んでいったのだが、

2回押したりゼロに戻してしまったりしたので、正確な（累積）タイムが分からない。まあ 10キロ地点には

電光掲示板があるだろう。しかし、10 キロの折り返し地点に電光掲示板はない！（その後も 20 キロや

30 キロ地点でも多分なかった。関門時間が表示されたものはあったような。）1 キロごとのタイムは分

かるが、正確な（累積）タイムはわからないまま 10キロを折り返した。折り返すと向かい風のためペース

は落ちるが、呼吸は楽にはならない。ここから 24キロあたりまで約 14キロ向かい風だ。周りのランナー

のペースに合わせて進んでいったが、呼吸が上がり多少無理をしているなあと思いつつ走る。17－18

キロあたりで後ろから複数のランナーが迫っている気配を感じた。まさか、3時間のペースランナーか？

うそだろう？俺にはまだ貯金があるはずだと思いながらコースを譲った。彼らの頭とシャツに目をや

る。風船は付けていないし、ビブスも着ていない。ペースランナーではなかった。私はホッと安堵しつつ、

私を抜き去っていった3人のランナーを目で追った。彼らは向かい風の中、いいペースで走っていた。あ

のペースに付いていくととてももたない。私は自分のペースを落とさないようにはるか前方に同じペ

ースで走っているランナーだけを見て走っていた。 

向かい風の中でもやはり、サブスリーは達成したい。そのためには最低でもキロ4分 15秒を維持して

いかねばならない。1キロごとのタイムを確認すると驚いたことに向かい風の中、大体 4分 10秒前後の

タイムであった。常にフォームを意識しながら走ったのがよかったのか。私は足だけで走らないよう、あ

ごを引き、前傾姿勢を心掛けた。腕を後ろに引いて肩甲骨の動きを意識し、骨盤を前後に動かし、ふわっ

と風に乗るように走る。フォームを意識すると気分的に走るのが楽になるのだ。 

中間点でのタイムが分からなかったものの、10 キロまでの貯金もあり、1 時間半は恐らくかかってい

ない。私は中間点で時計のタイムをゼロにリセットした。ここから 1 時間 30 分以内にゴールすればサブ

スリーだ。もうしばらくすると折り返し地点だ。折り返し地点が見えてくる。折り返すと楽になれる。しん

どい中でも多少ワクワクしてくる。そして、24 キロの折り返し地点に到着。福知山と同じように「よっしゃ

ー！」と気合を入れた。福知山ではそこからギアチェンジしてペースアップしたのだが、今回追い風に

なったにもかかわらず、足が重かった。25キロあたりで3時間のペースランナーとすれ違ったが、すぐに
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抜かれてしまうのではないだろうかと弱気になっていた。26 キロあたりで荒木さんご夫妻の応援をい

ただいたが、この時体力的に非常につらかった。恐らく、それまで向かい風の中、ペースを落とさずちょ

っと無理して走ってきたためだろう。もうそろそろ足にきてペースダウンしてしまうのではないだろう

かと思いつつ走り続けていた。しかし、驚いたことに 1 キロごとのタイムを見るとキロ 4 分 2－3 秒ぐら

いで走れていた。行けるところまで行こう。あと何キロと計算するのではなく、今この瞬間に集中して

走る。過去や未来のことを考えると余計にしんどくなる。なぜならまだ**キロしか走っていないのか。

ああ後**キロもあるのか。と次々に想像（ストレス）が膨らんでくるからだ。今に集中、正確に言うと自分

の呼吸に集中すると時間を忘れることができる。無心になれるのだ。座禅や今はやりのマインドフルネ

スと同じだ。そのように心掛けたせいか、34 キロ地点の加古川大堰がまだかまだかという気持ちには

今回はならなかった。2 年前は何度も何度も橋をくぐり、まだ（加古川大堰が）見えないのかと思いなが

ら走ったため、その距離 10 キロ程度にもかかわらず、この区間がとても長く感じた。今回は割合すんな

りと加古川大堰が見えるところまで来た。 

加古川大堰を渡るとゴールまで一直線。向かい風だ。ラスト 8キロ、何とかなるだろうと思っていたら、

今までで一番の強風である。なかなか進まない。時計を見るとキロ 4分 15秒をオーバー。4分 20秒ぐ

らいかかっていた。まあ 5 秒ぐらい遅れても、多分貯金はある。辛抱して進めば 3 時間は切れるだろう

と思って走っていた。17－18 キロあたりで抜かれた 3 人のランナーもこの最後の 8 キロで抜き返した。

私は同じくらいのペースのランナーと二人でゴールを目指した。なかなかゴールのエアーアーチが見

えてこない。（当然だ。上述のとおり、もともと設置されていない。）ラスト 2 キロあたりでやっとゴール

が見えてきた。サングラスをとる。ラスト 1 キロ地点でまたも荒木さんご夫妻の応援を受けた。「ベスト更

新できますよ！」といったような声を掛けていただいたと思う。ここではじめて、正確なタイムを計算

する方法を思い出した。現在時間を見ればよかったのだ！時計のモードを切り替えると 12時 33分！ス

タートが 9 時 45 分だから、、、、思考能力も低下した中、計算すると 2 時間 48 分台。これは間違いなく

55 分を切れる！俄然元気が出てきた。一方で足はかなり重くなり出していた。あと 200m。一般の部は

左側のコースに入る。並走していたランナーには数メートル離されたが、そのままゴール！ 

万歳したり、ピースしたりすることは全く頭にはなく、無心

で駆け抜けた。ゴール地点では足が固まったような感覚で

あった。もう数十メートルも走れない。私は激しく呼吸をしな

がら「あ゛ーあ゛ーあ゛ー」としばらく喘いでいた。フィニッシ

ャータオルをかけられてもチップをとってもらうためにベン

チに座っている間もその声が止まることはなかった。しばら

く歩いてやっと呼吸が整ってきた。いただいたスポーツドリ

ンクを一気に飲み干した。私は 100％の力を出し切った。文

字通り、完全燃焼だ。もう走れないくらいまで走った。大阪

や福知山の時とは明らかに違う。余裕は全くない。川内優輝

のようにゴールで倒れ込むことはなかったが、それに近い

状態だった。記録証をもらいに行った。タイムは予想通り 55

分を切っていた。それより驚いたのが、順位だ。なんと一般

男子 21 位。40 代では 10 位だったのだ（その後のランネット

では一般男子 25位、40代 11 位となっていた）。過去最高の
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成績であり、とても大きな自信となった。オールスポーツの完走記念撮影も（待つ必要がなかったため）

はじめて体験し、今回は初めて写真を購入しようかという気になった（しかし現時点で購入していな

い）。 

荷物を受け取り、手洗い場で顔を洗おうとしていたところ、またも荒木さんご夫婦に声を掛けられ、

祝福を受けた。この瞬間ほど嬉しく、誇らしいことはない。我がことのように喜んでくださり、自己ベスト

を出せて本当によかったなあとしみじみと思った。荒木さんとはその場で別れ、私は更衣テントへ。そこ

で完全燃焼を物語ることが起きた。テント内に入り、バックを置き、靴を脱ごうとした瞬間だった。「あ゛

―！」私の大きな声がテント内に響いた。今までにない激痛が足に走った。その場に私は倒れ込み、全

く動くことができなかった。ふくらはぎがつったのだ。レース後につることはこれまでもよくあったが、

これほど痛く、下半身が硬直するほどではなかった。近くのランナーがすぐに私の足を持って伸ばして

くれ、事なきを得た。ほんの 1 分ほどの出来事であったが、生きた心地がしなかった。その後しばらくテ

ント内で放心状態となり、自己ベスト更新、55 分を切った余韻を味わっていた。記録証を何度も眺めな

がら本当に 55 分を切ったのだ。おそらく他の人にとっては 59 分も 53 分もあまり変わりはないと思う

だろうが、私のように 3時間をぎりぎり切るようなランナーにとってはそのたかが数分がとても大きい

のである。初サブスリーから6年かけ6分縮めたのだ。

サブスリーを初めて達成したときと同じくらいの感激

といっていいだろう。 

さて、更衣後、足をひきずりながらシャトルバス乗り

場に行くため、ゴール付近を通った。時計を見ると 13

時 20 分ぐらいだった。タイムを計算すると 3 時間 35

分ぐらい。加藤さんや渡邉さんがゴールするくらいか

なと思いつつ、もう応援する気力もなく、すみません

と思いながら会場を後にした。シャトルバスに乗り込ん

だ後は完全に脱力状態だ。バスに揺られ、加古川駅に

到着。レース後はいつもラーメンを食べることが楽し

みなのだが、この日は食欲もなく、コーヒーぐらいは

飲みたいなと思い、バスから降りた後、セブンイレブン

に入った。そして注文したのは、最近のマラソン後のご

褒美であるラージサイズ（150 円）だ。ちょっとした贅

沢を味わいながら帰路についた。 

 

 

12月 4日（日） 2016八幡市民マラソン大会 

ハーフ  満岡佐武郎 1時間 23分 21秒   渡邉孝司   1時間 32分 08秒 

木村あゆみ 1時間 35分 10秒   田實敬幸   1時間 44分 52秒 

中島徹    1時間 50分 58秒   三木省三   1時間 53分 23秒 

中島寛子 1時間 54分 51秒   満岡冨佐子  1時間 55分 38秒 

満岡政明 1時間 56分 31秒   齋藤正法   2時間 07分 30秒 

越本彰 2時間 10分 32秒  １０Ｋ 河原健二郎 １時間 24分 13秒 
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連絡版 

 新年あけましておめでとうございます。 

  今年もみんなで楽しい走ろう会を作って行きましょう 

Ｏ 長距離記録会（強化部主催）・・1月 8日、2月 12日、3月 5日の予定です。 

Ｏ 体協関係 

   ｏ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 

     →要項文は別紙、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 

     →当日役員の要請・・走ろう会・6名（やっていただける方を募集しています） 

   ｏ第二回スポーツリーダー研修会・・１月２７日（金）中央体育館第一会議室 

     「足育 ～健康は足育から～」講師：奥 典雄氏  

申込み１月２５日まで→走ろう会で一括申込です 

Ｏ 次の役員会は、１月１４日（土）です。午後６時～北部住民センター「とうちく」です。 

各部の部員さんもできるだけ参加してください。場所は２Ｆ会議室です。 

Ｏ 当面の大会参加予定者一覧（２０１７年～） 

 １月８日（日） 平城京マラソン 藤田耕 

 １月９日（月祝） 枚方ハーフマラソン 梶、渡辺、横尾、満岡 3人 

 １月２２日（日） 高槻シティハーフ 藤田耕 

 １月２９日（日） くみやまマラソン 石橋、森岡、満岡 3人 

 ２月５日（日） 木津川マラソン フル・梶、高岡元、横尾、栢木、田實 

  渡辺、豊島、満岡佐 

ハーフ・石橋、坂田一、森岡、谷川、 

満岡夫妻、竹原絹 

５ｋｍ・河原 

２月１２日（日） えひめマラソン 加藤 

２月１９日（日） 京都マラソン 古林 

２月１９日（日） 泉州マラソン 藤田邦、瀬尾 

 ２月２６日（日） 寝屋川ハーフマラソン 梶 

 ２月２６日（日） びわこレイクラン 坂田一、坂田敏 

 ３月 ５日（日） 篠山マラソン 横尾、加藤、藤田邦 

 ３月１２日（日） 淀川寛平マラソン 前田、梶 

 ３月１２日（日） 城陽マラソン 石橋 

３月１２日（日） 名古屋ウイメンズマラソン 香村、神田、高岡、有田 

ハーフ・満岡夫妻 

３月１２日（日） 鳥取マラソン 斎藤、森岡 

４月 16日（日） 加賀温泉マラソン 加藤 

 ４月２３日（日） 木津川ロードレース 原則・全員参加でお願いします 

                        




