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4 月 2 日（日）  花見ラン 総会 懇親会   

Ｏ花見ラン 

天候は快晴、ところが肝心の桜がまだ・開花はポツリポツリ。今年は身近な京田辺市の防賀川・馬坂川

の桜並木を計画しましたが残念でした。それでも春４月、他の花木や野草を見ながら約３０名が花見ラン

を堪能しました。コースは木津川の堤防を河川敷運動公園まで走り小学校の横から防賀川の整備された

遊歩道を上流へ。河川の切下げで治水効果と親水性の高い憩いの空間をと建設省（当時）の「ふるさとの

川モデル事業」に認定され整備された。花木の説明も入れ、京田辺にこんな場所があったのかと思うほど。

防賀川公園では防災公園としての設備も見学、興戸駅手前では天井川の遺構も見られました。時間の関

係で同志社前駅付近で引き返すことに。帰りは馬坂川の桜並木を走り木津川の堤防に帰ってきました。 

 

Ｏ第３０回総会 関屋橋１１時～ 

議事は原案通り、可決されました。 

議長 高岡三樹子さん 出席者 32名 委任状 21名 でした。 

総会資料がまだの方は、事務局まで 

 

Ｏ懇親会 総会終了後～ 

参加 27人 会費 1500円 

 桜は開花したばかりでしたが、好天の下、たのしい 

懇親会でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
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☆ 大会に参加して ☆ 

２月２６日（日） 第 11 回 東京マラソン 2017 

満岡冨佐子 フル ４時間２９分５３秒 （ネット ４時間１８分 00 秒） 12757 位／33947 人 

年々当選するのが難しく、今回も３0 万人程が落選したもよう。世界６大大会の一つでもあり、どうし

ても走りたかったのでチャリティー枠で参加した。特に東京大会で世界６大マラソン完走となるため特

別の思いで臨んだ大会だった。今年から新コースとなり、平坦で路面状況も良く好記録が狙える大会と

のこと。当日の天候は晴れ、風もほとんどなく良かったが、気温が高めなのが辛かった。また、３万６千

人ものランナーがいるのにトイレが少なく、会場には１時間３０分前に到着したのにスタート指定ゲイト閉

鎖時間には間に合わなかった。しかし、私は指定ゲイトに何とか入れてもらえた。そのせいか、スタート

直後のトイレには沢山の人が並んでいて、走路上には多くの仮設トイレが目に付いた。 

沿道で応援する人の数も国内の他の大会に比べると多いが、身内の人や仮装している人には嬉しい

応援があったが、他の一般ランナーに対する応援は他の５大会や国内の地方の方がずっとフレンドリー

で温かい気持ちが伝わってくるような気がした。コースの景色もビルばかりで変化に乏しかったが、唯

一１５キロ地点の雷門とその奥に見えるスカイツリーに、あっ！これぞ東京！！と感動。 

後は楽しむ景色もなく、ひたすら３０キロ付近にいるはずの主人を目指してＧＯ、ＧＯ。何とか探しあて、

次に居るはずの４０キロ地点を次なる目標に。しかし、３５キロ付近から急に吐き気と腹痛に見舞われて

しまった。軽い熱中症のような症状。そのあたりから失速したが、４０キロ地点でも主人を見つける事が

できてほっとして無事ゴール。完走タオルや完走メダルをいただいた後、日比谷公園で今回一番楽しみ

にしていた「ＳＩＸ ＳＴＡＲ ＦＩＮＩＳＨＥＲ」のメダルを貰った。 

 

3 月 5 日（日） 第３７回篠山ＡＢＣマラソン   

藤田邦昭 フル 4 時間 05 分 58 秒 （ネット 4 時間 05 分 33 秒）  

登録がスタートして１０分後未登録ですが未登録は参加者人数が多いので A ブロックでも１時間前整

列して待機する。これにはかなりの忍耐がいりますし、加えてランパンランシャツで体が冷えたのかトイ

レに 5 回も行った…笑い。２週間前泉州を走った後遺症？？…。３０㎞で２時間５０分３３秒、今からでもキ

ロ５分４０秒で走り切れば３時間 59分０６秒でサブ４も可能であるがその気力も湧かない。しし鍋、チョコ、

マシュマロ等を頂きながら段々元気が出てきてリズム良く走れるようになってきた。完走後疲労感も全

然なく帰れたが、今日は自分に厳しさが不足して安易な走りになったことでビール味はほろ苦い・・。門
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真市の病院に昨年１２月から AⅯ中のみ週４日火水金土勤務している。７年ぶりに医療現場に複帰し寝た

きりにならないように自立した生活ができるように、入院患者様のリハビリ指導をしていますが７５歳の

私が、すんなり看護師らとチームを組み午前中動き回れるのも走りで鍛えているからでしょう。院長が

この年でフルマラソンを３時間台で走れる事で是非入院患者の指導にと、言われた。３０年走りを継続し

た事が人生の晩年になって社会貢献に役立つとは思いもしなかった。患者様や病院スタッフからも喜

ばれて生きがいを感じています。理学療法士は私一人だけですので休まれないし、土曜日勤務もある

ので試合の遠征も旅行もできないから良いことばかりではないが・・・。 

 加藤照男 フル 3 時間 38 分 50 秒 （ネット 3 時間 38 分 31 秒) 

今シーズン５回目、通算４０回目のフルマラソンです。 

天気は良く暑くなりそうななかスタート。前半は快調に走れましたが、30Ｋの折り返しから、足が動かな

くなりキロ５分半から５分４０秒となりました。今回は獅子汁はパスし、一口羊羹だけで走り続けました。

最後の 2Ｋは頑張ろうと思っていましたが、不整脈がでそうな感じになり、自重してゆっくりペースでゴ

ール。着替えしようと思ったら、不整脈が出て２０分ほどは着替えもせず蹲っていました。 

その後は、元に戻り何とか無事に帰ってくることができました。これまでジョギングの時は時たま出

るのですが、レースを走っている時に不整脈が出たことはなく、当分、様子を見ながら走ろうと思って

います。 

〈加古川マラソン 2016.10.30〉 

（記録：3 時間 42 分 20 秒、ネット 3 時間 41 分 44 秒） 

〈愛媛マラソン 2017.2.12〉 

 (記録：3 時間 41 分 07 秒、ネット 3 時間 40 分 05 秒) 

瀬尾浩司 フル 3 時間 05 分 37 秒 （ネット 3 時間 05 分 33 秒） 

初めての篠山マラソンで不安もありましたが、行き帰りとも横尾さんとご一緒させていただき道中

楽しく過ごせたので、とてもリラックスしてレースに臨めました。 

走りの方ですが、2週間前の泉州国際で自己ベストを出し、その勢いのまま行きたかったのですが、

泉州の後は深刻な右足裏痛に悩まされ十分な練習が出来ませ

んでした。前日に患部を念入りにアイシングして腫れを抑え、辛

うじてスタートラインに立てる状態にまで持っていきました。とり

あえずサブ 3ペースでスタートしましたが、フル連戦（木津川、泉

州国際、篠山）の疲れと脚の痛みから、10 キロ時点で一杯一杯で

した。 

記録狙いはあきらめて無理のないペースで行く作戦に切り替

えてあとはひたすら粘りに粘ってゴールまでたどり着いた感じ

です。坂はそれほどでもないと聞いていましたがじわじわ続く

上り坂は結構堪えたし、残り 10 キロの向かい風もなかなかきつ

かったです。 

最初から最後まで全く余裕がなかったですが、我慢する力は

ついてきたのか大きく崩れることなく、タイム的にも悪くない範

囲でまとめることが出来ました。次は足の状態を万全にしてレー

スに臨みたいです。 
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3 月 12日（日） 第 34 回城陽マラソン 晴れ 

石橋伸一 １０ｋｍ 一般男子 50 歳以上の部 48 分 01 秒 （第 23 位） 

最近はフルをあきらめ、近場の大会で１０ｋｍを中心に出ています。この大会は久御山マラソンと同様、

家族・夫婦（アベック）で参加される方が多く賑やかな雰囲気が特徴です。またどちらも木津川右岸を走

るコースです。城陽パルクを起点に堤防へ、走ろう会のコースの対岸（京奈和道の橋向い）を上流に向

かって走る折り返しコース。我々の走る日練コースは道が狭いですが、城陽側は倍以上の広さ なんで

でしょう。レースの方は花粉症の影響？（当日は非常に多い）か中間点を 23 分 10 秒で通過、46 分台で

行けると思ったのですが結果は 48分。最近は日練・記録会が大会の記録より良い時もあります。これも

老化のせいでしょうか。次年度も精華、八幡、くみやま、木津川（ハーフ）、城陽の１０ｋｍに出ようと思って

います。一緒に行きませんか。 

 

3 月 12日（日） 名古屋ウィメンズマラソン 2,017 

高岡 三樹子 フル 4 時間 41 分 48 秒 ネット 4 時間 41 分 17 秒    5644 位/19328 人 

 去年は抽選に外れ、一年ぶりに当選。ティファニーゲットに燃え、いざ

名古屋へ！ 

レース当日ホテルの朝食をしっかり食べて会場へ。荷物預け後、トイレ

の長い行列に並ぶも間に合いそうになく、諦めスタート Bゾーンへ。気温

はとても高く、すぐにビニール袋もネックウォーマーも外し、たくさんの

応援に背を押され、ハイタッチで元気をもらい、快調な出足。前回のレー

スで脚が痛くて歩き始めた 20km 地点も無事クリア。バナナ・コーラ・イチ

ゴ・ぜんざいなど美味しくいただきましたが、やはり 35km からは脚が痛

くなり、コールドスプレーでだましだましゴールへ。 

フィニッシュ後は、イケメンからティファニーいただき、とてもうれしか

ったです。 

来年も当たるといいなぁ！ 

香村久子 フル 5 時間 43 分 39 秒 ネット 5 時間 27 分 10 秒 

こんな事ってあるの！ 名古屋ウイメンズマラソンに連続４回当選、しかも１回目は日練で左足首捻挫

骨折、２回目は何事もなく走る。３回目は左足薬指を骨折、４回目になる今回は右足首捻挫靭帯損傷全

治３週間。いずれも、大会前 1.5～1 か月前のアクシデント。でも、「スタート地点にたてればあとは何とか

なるやろ」という持ち前の能天気な性格が完走に繋がったのかなぁと思っています(^_^) 

  A～Nの 14にグループ分けされた Kからのスタート。気分はハイなのに、足がやたらに重い。10キロを

過ぎたころからやっと足の重さから解放されるも、やはり 25 キロあたりから、腿、ふくらはぎに痛みが、

30 キロを過ぎたころから、足がつりだしストレッチをしたり、歩いたりの厳しい状況になりました。そんな

とき、走り慣れた日練の木津川堤防コースを思ったうかべ、残りの距離が実感でき、ゴールすることが

できました。 

 

３月２５日～２６日大村湾一周ウルトラ １２９ｋ  今坂英夫 ２４：３０  

地元長崎にあるジョグトリップ主催の大会です。急がない、競争しない、風景、会話、観光を楽しむが

この大会のよさで、途中公共交通機関を使ってのワープも公認の移動手段ありです。 



 第４８６号  ２０１７年（平成２９年） ４月１０日発行   

 

 5 / 5 

 

 

 

制限時間内で一番「遅く」ゴールされた方をベストジョグトリッパーとして讃えています。ちなみに今

回は私が頂きました。大村湾一周ウルトラは別の大会で６年前に佐賀県の嬉野温泉をスタートする１６０ｋ

の右回りで長崎市街をランタン祭り開催中の２月に参加し３２時間で完走したことがありました。今回は

２５日の午後５時にスタートし２６日の午前９時～午後６時迄にゴールすればよい、参加者４０名で完走者

は２８名、途中のワープ者、リタイア者は１２名だそうです。２５日の午後５時にお茶の町彼杵（そのぎ）をス

タート、左回りに、ハウステンボスのイルミネーションが見え、角度と時間で色が変わり癒されます。西海

橋を経由し国道２０６号線へ長崎市方面に進む。途中の５２ｋ地点が私の地元琴海長浦町です、深夜の午

前１時半頃通過する。１０ｋ先の時津町のオアシス（エイド）に午前３時頃着、桜餅を頂く、美味しい、ここか

ら大村湾沿いのきつい坂道を殆ど歩き平坦になればランのくりかえしで夜明け前になり海が見える、朝

日が静かな大村湾に輝く景色に疲れた身体を癒してくれる。８２ｋのオアシスに午前８時前着、コーヒー

大福があり、眠気をさまし甘さと絶妙な美味しさでした。９２ｋのオアシスで、ここまで８０ｋ程男性２人と女

性２人の４人で同行してきましたが、女性２人はリタイアする（ワープし最終的にはゴール）。あとは岐阜

の男性としばらく一緒に走りましたが帰りの飛行機の便の都合で時間に余裕がないとのことで先行し

てもらい、私は一人旅でゴールの彼杵をめざす。ゴール迄に１０２ｋ、１１３ｋ、１２０ｋの３ヶ所のオアシスがあり、

食べ物と景色を楽しみに頑張りました。ラストの完走者となり栄えあるベストジョグトリッパーになりまし

た。１１月に橘湾岸スーパーマラニックの W ステージ２７３ｋに再挑戦するためにウルトラの大会にできるだ

け練習のため参加しています、今年はまじめに走り込まねばと思っているところです。「 ジョグトリッ

プ」のホームページに大村湾一周の「大会の様子」に谷やんの大村湾一周ウルトラジョグトリップ ブ

ログ記事があります、興味ある方はぜひご覧下さい、写真も掲載されています。 

１０万キロ達成（２０１７．２．５） 走行距離・半世紀かけ 石橋伸一 

昨年、日練参加１０００回達成、次は１０万キロと思って走ってきました。 

かって、村木さんが地球１周４万キロ達成というのを走汗に書いておられました（その頃私は約７万キ

ロ）死ぬまでにどれくらい走れるだろうか？と思いつつ、まずは１０万キロを掲げました。高校２年に陸

上部に入部、大学が夜間（昼働き）でしたので学生陸上としてはわずか１年半の経験。ただ顧問の熱心

な指導もあり練習日誌を書き続けました。卒業後も日記帳に（日記そのものはつけなかったのですが）、

その日にあった事と走行距離を書き続けてきました。大学４年間（夜間）と膝の関節炎で２～３年走れま

せんでしたが、約５０年かけて１０万キロに届きました。特に在職中は陸上部顧問（３８年間）として高校生

と連日グランドを走っていました。距離が増えたのは走ろう会結成以後、走る仲間とともに月３００キロ

以上が普通となり、走り込み月間では４００～５００キロにも挑戦しました。おかげで４０代は私なりの黄金

時代、大会に出るたびに入賞、家の本棚には当時のトロフィーやメダル（賞状も）などいくつあるのか数

えたこともありません（100 以上はあると思います）ちなみに走ろう会結成時の年齢は３９歳。６５歳を機

に早朝ジョッグ＆ウォークを初め、ウォークも距離計算に入れました（但し 1/2 換算で）、それまでは、ま

さに走った距離だけの計算です。そして、今年 70 歳と 10 万キロ達成を機にウォークもそのまま距離計

算に入れることにしました。（もちろん練習として歩いた場合のみです）はたして死ぬまでにあとどれく

らい走れ（歩け）るのやら・・・。 

現在・朝のウォーク＆ジョッグ 約２時間 

   ウォーク 2.5㌔―ジョッグ（公園内の草地グランド・1 周 258ⅿ✕20～30周）―ウォーク 2.0㌔ 


