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長距離記録会  ６月１１日（日） 晴れ 気温１９．９度   

年度前半最後の記録会となりました。次回の記録会は 10月ですが、9月は走り込み月間です。 

7，8月は暑さに負けず、9月に走り込めるよう準備しましょう！  （横尾） 

２０キロ  １０キロ 

今坂 英夫 1時間 59分 38秒 前田 純也 50分 24秒 

１２キロ 竹原 順治 51分 40秒 

森 昌子 １時間 19分 23秒 古野 敏 58分 22秒 

５キロ 栃木 静男 58分 40秒 

加藤 照男 22分 58秒 兼田 政章 1時間 03分 22秒 

古林 肇 28分 28秒 西本 明 1時間 03分 22秒 

岡田 陽子 37分 26秒 穂満 利雄 1時間 04分 29秒 

香村 久子 39分 05秒 宮浦 裕美 1時間 04分 47秒 

４キロ 梅澤 宗平 1時間 04分 59秒 

木村 明司 27分 39秒 竹原 絹栄 1時間 14分 45秒 

 山口 譲 1時間 16分 16秒 

 

☆ 会員紹介 ☆ 

竹原絹栄（花住坂）  

私の入会は２００３年１月。５１歳から走り始めました。それまでの私は、走る事はもちろんスポーツとは

無縁の歌ひとすじの生活を送っておりました。 

 私が走った記憶は、中学・高校時代にさかのぼります。その頃は意外と長距離の方が得意で、中学の

耐寒マラソンは愛宕登山で、嵐山の千本釈迦堂から清滝まで走って愛宕山頂上がゴールでした。確か３

年生の時には３位までに入賞した記憶が。高校の時もマラソンだけは強くて、先生に褒められて嬉しか

ったなぁと記憶しています。 

 それから３３年の時を経て走り始めたものの、タイムはさっぱりダメ。今では、日練だけはマメに参加

していますが、コーラス、カラオケの会、山友会などやっている事が多く、日常は忙しい日々を送ってい

ます。 

 近年は、毎年ハワイ諸島のどこかのレースにエントリーしていて、３月はハワイ島ヒロ、６月はハワイ島

コナ、９月はマウイ島とカウアイ島、１２月がオアフ島ホノルルマラソンの５大マラソンをすべて走りました。

ちなみに私の初フルマラソンは２００４年のホノルルマラソンでした。 

 今年はホノルルマラソンの３回目に挑戦予定。フルマラソンは、何とＨ２３年６月のコナマラソン以来６

年半振りに走る事になります。恐らく、フルを走るのはこれが最後かなぁと思っています。あとはハーフ
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マラソンだけを考えています。 

 ライフワークでウエートがかかっているのは歌うことで、毎月一度はコーラスラインでカラオケを楽

しんでいます。忘年会など宴会の二次会の折には、是非カラオケで盛り上がりましょう。喜んでお世話を

させていただきます。 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

6 月 4 日（日） 利尻島一周ウルトラマラソン 

藤井満博 さぶ！ 気温５度 利尻島一周悠遊覧人Ｇウルトラマラソン 

利尻島は寒かった！！風が吹き荒れています。 

大会前日の稚内―利尻間のフェリーが悪天候のため欠航。約 400 人のﾗﾝﾅｰが参加できなかった。 

そんな中、５４キロの利尻島一周ウルトラマラソンに挑んできました。 

まあ寒かったです。強風が行く手を阻んでいます。でもやっと完走だけはしました（アハ） 

悪天候のため、島の真ん中の利尻富士はなにも見えません。 

利尻富士の変化を見ながら島を一周したかった。 

後日、利尻富士に登りましたが、高山植物も多く頂上からの景観も堪能できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後日、礼文島から見た利尻富士 

 

ＧＰＳで綺麗な円描けました 
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第１３回 いわて銀河１００㎞チャレンジマラソン 

2017.6.11 

 

草ちゃん、ふじいさん、かもぱのまみちゃん、浅利依の 4人で 3泊 4日の旅をしてきました。去年は膝の

故障でハーフ 2 本走っただけに終わり２年ぶりのウルトラマラソンに緊張。3 月半ばに足を痛め、思ったよ

うに走行距離を伸ばすこともできずそれなりに頑張ったがどうなることやら。 

新幹線で岩手北上市に入り、ここでふじいさんに出迎えてもらう。 

ふじいさんは前週に利尻 50k を走り、山に登り、北海道を旅して私たちと合流。受付をすませ、１日目のお

宿の瀬見温泉へ送ってもらう（ふじいさんは 1日目は同じ宿がとれず）。美人の湯だそうで、ぬるっとしたお

湯でもっと温泉を楽しみたかったが、明日のことを考え夕食を食べ早くに眠る。 

１時起床、2 時半に朝食のおにぎりをもらって、宿のバスで北上総合運動公園に送ってもらった。 ふじい

さんは 50 キロなのでスタート地点も違うのでゴールの宿で出会う段取りだったが、走らずにサポートに回

ってくださるという。 

通常ウルトラマラソンのスタートは５時だがこの大会１時間早い４時のスタート。外も明るくなってきた。

競技場からのスタートでスタートの号砲を待つ。ここで左足太ももがぴくり。えっ、足の痙攣？？。最近痙

攣などしていなかったので不安がよぎる。お守り代わりに芍薬甘草湯を持ってきていたが飲むべきか飲ま

ざるべきか。練習で試しておけばよかったと後悔。飲んだ後の胃の調子がどうか心配になる。とりあえず

は飲まずにスタート。 

草ちゃんとまみちゃんとはスタートから少しは一緒に走ったが早くもばらばらになり、前を行く後姿を追っ

ていたがそのうちに見えなくなってしまった。 

天気は曇り、ときおり、ぱらつく雨、ごみ袋をかぶったりぬいだりしていた。途中雨が激しく降ってきたりと暑

くないのでよしとしなければならないと思いながら走る。 

今回服装をどうするか、暑ければ半袖にアームカバーの予定だったが寒そうなので薄い長そでシャツに半

袖にした。帽子はつばの大きいものなのでごみ袋がさっとぬげず、かといって着たままではむれてくるので

やっかいだった。 

汗が出ないからかやたらトイレにいきたくなる。女性用専用トイレが何か所かにあったので助かったが

問題は和式。しゃがむたびに痙攣が来るのではと心配になり、おそるおそるで・・・。 

エイドでは痙攣が心配なのでエイドごとに必ず梅干しをとり、塩飴もなめた。足の調子はまあまあか。花巻

温泉街をとおりすぎ、高低図ではどんどん登りにはいっていく。 

５０キロ地点の通過６時間１１分０７秒と手元時計はさしていた。 

前半６時間、後半８時間で１４時間の制限時間を何とかクリアしゴールする計画。 

ばくっとしたタイムだがほぼ想定内。心の中で「よっしゃ～～～」と叫んだ、ウルトラにおいてマイナス思考

は厳禁、もう５０キロもきたのだ！あと半分だ！    

 ここから長い長いトンネルにはいった。事前にトンネル内は気温が下がるのでとゴミ袋がスタート時に配

布されていた。トンネル内は寒いのでもちろんごみ袋をかぶり、走った。超寒がりの私は服装が良かった

のかさほど寒さも感じなかったが超暑がりのくさちゃんはあとから聞くと寒くて寒くての反応。行けども行け

ども出口がみえてこない。ようやく声がしてきた。出口に出た。そこで前を先行していたはずの草ちゃんに
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会いびっくりする。次のエイドでリタイアするという。足の足底筋膜炎がひどくなってきて走れないと。彼女

の分まで頑張らねばと気合を入れなおす。 

下りにはいったが６６，５キロのレストステーションはなかなか来ない。ようやく到着。荷物をうけとる。念

のため着替をいれていたが、着替える余裕もないし、とりあえず何回も脱ぎきして肩が開いてしまったゴミ

袋をとりかえ、（よかった、予備を荷物の中にいれておいて）首にするバンダナも取り替えたことで少し気持

ちもすっきりし、後半にそなえる。 

しかし後半、足も重く、５キロごとにラップを取っていたが時計を見てもなかなか進まない。５キロごとの

表示がなかなかやってきてくれない。途中Tシャツの後ろに「一歩ずつ」と文字の書かれた男性にぬかれ、

そうだ「一歩ずつ」だと励まされる。 

８０キロ地点で 10時間 42分 23秒。これで行けると思ったが 86.3,90.5Kで関門があるという。関門は気

にしていなかったので少々あせる。８６，３キロ地点を通り過ぎたところで、これで次はキロ 10 分でも大丈

夫との声を聴いた。しかし気をひきしめて 

走った。というかほとんど歩くような状態になっていた。 

そしてついに 90 キロ地点に到着。いつのまにか追いついた「一歩ずつ」T シャツの男性と「きましたね」

の会話、「あと 10 キロやん」、とスイッチオン。ちょうど少し平地になったので抜かされていた人たちを抜き

返したのはいいが甘かった。 

ちょうど藤井さんと草ちゃんの思わぬ応援があり、さらに頑張りだしたが最後の坂が待ってた。が～ん、ゴ

ール予想時間を計算しながら走っていたが、この坂で気持ちがなえる。聞くと「まだ最後に坂がありますよ

～」と。そう簡単にゴールはさせてもらえない。でも走れば必ずゴールできるのだ。最後の頑張りをみせて

ついに栄光のゴールにたどり着き、メダル、完走証を手に入れた。時間は 13時間 35分 33秒。 

ゴール後はもう一歩も歩けない状態で、ふじいさんに荷物をとってきてもらいすぐに車に乗せてもらった

りで本当に感謝、2泊目の宿、鴬宿温泉へ。 

次の日は元気？に小岩井、盛岡、遠野を観光し、津波で家が流され、また新たに民宿を再開された気

仙沼市岩井崎の民宿に 3 泊目は泊まりました。高い防波堤がきづかれ、周りは何もない状態で、「龍の松」

という復興のシンボルとして保存された松がありました。途中、「奇跡の一本松」も車窓からでしたがみまし

た。復興はまだまだなのだということ実感した旅でもありました。  

宿、新幹線の手配などくさちゃん、サポート、車の運転、観光、帰りの飛行機の手配など私達のいろいろ

なわがままを聞いてくださったふじいさん、ウルトラの練習コースを先導してくれたまみちゃん、皆さんのお

かげで無事 14回目のウルトラマラソンを完走できました。 ありがとうございました。      浅利依子  
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6月11日（日）飛騨高山ウルトラマラソン 

 瀬尾浩司  100km  9時間16分17秒 （出走者1831人中 48位） 

 ウルトラマラソン初挑戦となる『飛騨高山ウルトラマラソン 100km の部』に出場してきました。『飛騨高

山』は累積標高差（上り合計）2489m にもおよぶ国内屈指のタフなコースと聞いていましたが、デビュー

戦としてこのレースを選んだのは、どうせ走るならきつい方が走り甲斐があるし、アップダウンのある

過酷なコースの方が適性があると少し自信があったからです。私は性格上どんなレースでも出るからに

はその時の全力で走り、それなりの結果を残すことがランナーとしての矜持だと思っています。今回の

100km挑戦についても初めてだからと力を出し惜しみすることなく、周囲から一目置かれるような結果

を出してやろうと心に秘めていました。 

 とは言うものの、これまで一度にフルマラソンを超える距離は走ったことがなかったので100km は未

知の世界。まずは４月以降フルマラソン以上の超ロング走を積極的に取り入れていくことにしました。い

くつかポイント練習を紹介させていただくと、 

①5/2（火） 松井山手～比叡山山頂～京都駅の62km 走、②5/20（土） 自転車レース TOJ 京都ステージ 

２周（54km）、③5/27（土） ひとり木津川マラソン 3:37:18 （42.195km） 

など、一日に40km を超える練習は4月以降計6回行いました。その他にも太陽が丘 JC への出稽古で林

道の上り下りの特訓をしたり、横尾さんに水取～高船方面の坂道走につき合っていただいたりと毎週末

負荷の高い練習を重ね、自分でもスタミナがついた実感がありました。それで目標はサブ9.5、悪くて

もサブ10に設定し、ひそかにサブ9を少し意識していました。 

 大会前日、マイカーで大会会場となる高山ビッグアリーナへ行き、無事前日受付をすませました。時

間に余裕があったので、第1関門にもなっている『道の駅ひだ朝日村』まで車を走らせコースの一部を

下見しましたが、この程度の坂なら全然余裕という印象でした。 

その後予約した民宿へ赴いたのですが、何と予約が通っていないハプニング！とりあえずスマホの画

面を見せて予約成立をアピールし、辛うじて小部屋が一つ空いていたので車中泊は免れました。 

 そして大会当日。午前2時半に起床。脚の調子は疲労が抜けて良い感じだったので、そこそこ記録が

狙える予感はありました。レースプランとして気温が上がる午前9時（4時間15分）までに50km を乗り切

り、あとは粘りに粘って9時間台でゴールしようと決めました。 

 午前4時45分レーススタート！まずは高山市内の古い街並みを通り抜けながら、いかにも飛騨の小京

都という景色を堪能しながら気分良く走り出しました。まず第1の試練として、10～15km あたりに美女峠

という甘い地名とは名ばかりの激しい上りがありました。上りが得意な私はライバル達をゴボウ抜きし

峠の頂点を越えましたが、下りは大の苦手なので追い抜いたランナーに再び抜かれるという軽い屈辱

を味わいました。 

 第1関門（21.8km 地点）の「道の駅ひだ朝日村」を過ぎた後、40km 付近までひたすら上りが続きます。

多くのランナーが上りでスピード落とす中、ほとんどピッチを緩めずに坂道を駆け上って行きました。途

中で30分遅れてスタートした71km 部門のトップランナーに抜かれはしましたが、上り区間ではそこそこ

互角の走りが出来たと思います。 

 そしてコースの最高地点となる第2関門（39.2km地点）の「飛騨高山スキー場」を越えた後、50km手前

までは打って変わって膝泣かせの激しい下り坂が続きます。心肺的には楽ですが下りの一歩一歩がボ

ディブローのように効いてきて、だんだん恐怖心を覚えるようになりました。途中『42.195km』の小さな

標識があったので、時計を確認すると1000m 以上上ってきたにも関わらず3時間34分台という自分で
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も驚きの数字が！その後の激しい下りも何とか耐え抜き、50km

通過は4時間12分台と想定以上の走りが出来ていました。50km

以降60km付近までは一部上りがあるものの、緩やかな下りで少

しだけ楽が出来ました。 

 第3関門（57.2km 地点）の丹生川支所到着は11時17分頃とだ

いぶ日差しに苦しめられる時間帯に差し掛かっていましたが、全

身へのミストシャワーやトマトシャーベットのおもてなしで、一時

の涼を味わえリフレッシュ出来ました。 

 しかし、61km付近からコース最大の難関であるおよそ2kmに及

ぶ千光寺の激坂が立ちはだかっていました。歩かないように何

度も自分に言い聞かせて進んだのですが、練習でも経験したこ

とのない急勾配に気持ちが折れてかなりの時間歩いてしまい

ました。千光寺の最後には山門への階段を駆け上がる苦行も待

っていましたが、何とかコース中盤の難所をクリアしました。 

 ここから約20km は比較的アップダウンの少ないコースになりますが直射日光を浴びる区間でもあり、

ひたすら我慢の連続でした。特に80km 過ぎてからは足が鉛のように重く、平地でさえ歩いてしまう体

たらくでしたが、82.8km 地点のエイドで首筋に水をかけてもらった瞬間に元気が出て急に走れるように

なるいわゆる『復活』が起こりました。そこから90km 手前までは元気を取り戻して進んでいくことが出

来ました。 

 もうこれまでのような辛い上り坂はないだろうと思っていたのですが、最後の最後に90km地点の手

前ですごい坂が出現！これまで8時間以上走ってきた身体には坂を駆け上がる力が残っていませんで

したが、少しでも前に前にと大股で坂道を上って行きました。90km 付近で最後の峠を越え、あとは下る

一方ですがなかなかスピードは出ません。それでも意地でも歩くものかと思って走り続けました。 

 今回エイドでは様々なものを食べたり飲んだりしましたが、一番印象に残っているのが93km 地点で

飲んだ『清見サイダー』です。コップの1/3ぐらいの量を飲んだだけで全身を貫く爽快感があり、追加で

2杯お代わりし、1ビン以上飲みました。疲れた体にはビール以上のおいしさに感じられ、エイドの方に心

からのお礼を述べて残り7km へと駆け出しました。 

 後半歩きが入ってからはタイムは落ちる一方だったので、時計は見ずにゴールすることだけに意識

を集中させていたのですが、95km 地点ですごく久しぶりに時計をみると8時間47分ほどで、残り5kmを

キロ6分で走れれば9時間20分切れるかもという欲が出てきて、必死に足を動かし続けました。こんな

に疲れているのに目標が定まると身体はその通りに動いてくれる…人間とは不思議な生き物です。ゴ

ール会場が間近に見えるとさらにペースアップ。ゴール手前では地元の中学生30人ほどが出迎えてく

れて全員とハイタッチし、最後のコーナーを曲がるとゴールゲートが見えたので全力でゴールテープ

を切りました！そして毎年全ランナーのゴールを見届けてくれるという高山市長と握手をして、初めて

の100kmランが終わりました。 

 ゴールタイムは9時間16分17秒と初めての挑戦にしてはよくできた方かなと思います。 

一方で前半50km まではサブ9を十分狙える位置にいたのに後半思い通りに走れずタイムを落とした

ので、正直サブ10の嬉しさよりもサブ9を逃した悔しさの方が強いです。次回の100kmではサブ9達成を

目指して取り組んでいきたいと思います。  


