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☆ 長距離記録会 ☆ 

2018年 1月 7日（日） 晴れ スタート時  気温 0.5 度 

20キロ  8キロ 

藤田 邦昭 1時間 45分 3秒  秋月 康敏 1時間 6分 13秒 

15キロ  前薗 俊彦 1時間 6分 13秒 

齋藤 正法 1時間 27分 27秒  5キロ 

森岡 進 1時間 27分 45秒  穂満 利雄 35分 42秒 

10キロ  香村 久子 37分 10秒 

竹原 順治 49分 5秒  高岡 元章 39分 40秒 

石橋 伸一 50分 33秒  坂田 敏子 43分 30秒 

今坂 英夫 58分 43秒    

坂田 一郎 1時間 2分 51秒    

竹原 絹栄 1時間 10分 2秒    

兼田 政章 1時間 14分 32秒    

梅澤 宗平 1時間 20分 40秒    

藤井 満博 1時間 20分 47秒    

 

 

 

 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

2017 年１１月５日（日） にしのみや甲子園ハーフマラソン 

竹原順治 1：48：27（ネット 1：47：44） ７８８位／２６７１人中 

会社の若い同僚２人を走りの世界に引き込んで走ってきました。甲子園球場前高速道路下の広場をス

タートして海岸方向に走り、武庫川の河口に出て、そこから武庫川右岸を上流に向かって走り、新幹線を

くぐって折り返し、阪神武庫川駅の近くがゴールという平坦な走りやすいコースです。 

同僚２人にとっては初めてのレース参加でしたが、一人は２時間余、もう一人は２時間３０分余りで完

走しました。結果、「苦しかったが走れてよかった。」「次は４月に芦屋のハーフ。」「その次はフルを目指

す。」等と前向きにとらえています。 

ひとりでも多くの人が、走る仲間に加わってくれてよかったなと思っています。 

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail： is1967tk1001@kcn.jp 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 

前回も寒く感じましたが、今回は息が白くなるくらいの寒さの中での開催となりました。翌日

が枚方ハーフのため、私含め参加されない方もいらっしゃいましたが、17名が出走されました。 

2月は、第 1日曜日が木津川マラソンのため、第 2日曜日、11日の開催となります。（横尾） 
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2017 年１２月２３日（土・祝） 第２９回加古川マラソン 

 藤田邦昭  フル  登録男子 ネットタイム ４：３４：５０ 

今日は年末寒波も緩み穏やかな天候だった。登録出場でスタート位置が最前列、此の事が今日の失

敗レースの序章だったとは気が付かなかった。号砲一発 気合を入れイケイケドンドン。 

10ｋ 51：42、 ２０ｋ １：４２：４７、 ２５ｋ 2：09：19 

 そして、このあたりから左大腿後面に少し異変が出現するも３０ｋ ２：３７：５２で通過。ここらから痛みも

加わり全く走れなくなった。収容車もちらついたが騙し々延々約１２ｋを歩いてゴールにやっと辿り着い

た。今日の評価すべきはフル完走回数８１回達成でした。・・笑・・ 

 人生訓に好事魔多し、とありますが、正に年齢を考えず、抜かれたら抜き返す揺さぶりをやってしまっ

たのが大きな失敗でした。帰りの電車は４時間台のランナーは空いていたのでいつもテレビで見る番

組、飲み鉄気分の小旅、５００ｍｌ×２本で高揚感を味わいつつ家路に着いた。家では東京から来ていた息

子家族とクリスマスの食事会での飲み会、１２月の忘年会が色々あって脂肪分過多で腹部がふっくらし

てきたのが案外今日の失速原因かも・・笑・・ 

後は泉州そして篠山とフル１００回完走を目指して走れ・・笑・・。 

 

 2018 年 1 月 7 日 第 34 回大阪新春マラソン 

瀬尾浩司  ハーフ 1 時間 22 分 59 秒（PB 更新） 

2018年初レース、大泉緑地（堺市）で開催された第 34回大阪新春マラソン  

ハーフの部に出場しました。1 月末に本命レースである「大阪ハーフマラソン」を控えており、本番前の

力試しのつもりで走りました。 

ハーフマラソンは公園内の周回コースをほぼ 7 周します。大泉緑地は３ヶ月前に一度 30km 練習で訪

れたことがあり、コースを経験している強みはありました。 

一方で１周の距離が中途半端で 1km 毎の正確な距離が分かいにくいという難点があるため、時計は

意識せずに無理のない感覚を頼りに走りました。 

15km までは 3～4 人のグループで競い合いながらいいペースで進んでいきましたが、細かなアップ

ダウンの繰り返しで最後の 2周はきつく、一人だけ引き離されてしまいました。 

しかしゴールテープが見えてから必死でラスト 1 秒を絞り出し、ギリギリ 1時間 22 分台でゴール。 

1年ぶりのハーフでしたが自己記録を4分近く更新し、幸先の良い 1年をスタートさせることが出来まし

た。 
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1 月 8 日（月・祝） 第 41 回「新春走ろうかい」ひらかたハーフマラソン 

梶正人  ハーフ  １：３８：２４ （ネット：１：３７：１３） 

順位：男子の部 242 位/1834 人 年代別順位：49 位/479 人 

毎年出ている大会です。今ではあまり出場しなくなったハーフですが、参加賞の長袖のシャツがほし

くて、走り初めも兼ねて出ています。 

今年は非常に寒くて雨の予報も出ていたのであまり気が進まなかったのですが、会社の美人の若手

社員も出るということで、がんばって出ることにしました。 

走る前は特に寒くて何度もトイレに行きました。今回は新入社員が忘年会で着た服をもらって走りま

したが、周りの選手はそれを見てより寒く感じていたようでした。 

前半は向かい風だったので、例によって風よけに前の選手の真後ろを走っていましたが、途中からよ

いペースで走っていた大柄の選手がいたので、彼にロックオンしました。 

キロ4分半くらいのペースで他の選手をどんどん追い抜いていく彼の真後ろにぴったりくっついてと

てもラクに走れました。 

折り返した瞬間に彼を追い抜いてさらにペースアップしました。折り返し後はゴールまで一人しか抜

かれた記憶がありません。 

最後の 3 キロ位はバテてペースダウンしましたが、今回も 100分切りの目標は達成しました。 

心配された雨はゴール手前で他の少し降っただけで影響は最小限でした。レース後は恒例となった横

尾さんとラーメン屋で打ち上げをして帰宅しました。 

結局、美人社員は風邪で来ず、自慢のウエアを見せられませんでしたが、すれ違う選手や沿道の

人々にかなりうけたので、2/18 の京都マラソンでも着て走ります。 

京都マラソンは仮装禁止ですが、これは仮装でしょうか？他人に迷惑をかけるのを防ぐためという

のが仮装禁止の理由だそうですが、この服を着ても誰にも迷惑はかかりませんよね？ 

見た選手が寒く感じて萎縮する可能性はありますが、これも迷惑と言うのでしょうか？ 

 

2 月 4 日（日） 第 35 回京都木津川マラソン 

古野敏  フル  ４時間２２分５４秒  607 位/2162 人（フル男子一般）60 歳代 29 位/266 人 

古稀の誕生日を目前に控え、６０歳代最後となるマラソンに出場。 

木津川マラソンの会場は丁度１５年前(2004年)現在地に変更になった。私もフルのコースは１３年ぶり。 

晴天だが強風のため走りづらい。今までお世話になったスタッフやボランティアの方々に、感謝の気持

ちとお礼の言葉をかけながら万感の思いを胸に走った。無事に完走出来てとても嬉しい。 

坂田一郎  ハーフ  2 時間 27 分 19 秒  663／1075 人（男子一般） 14／47 人（70 歳以上） 

 幾度となく走った木津川マラソンだが、これほどの冷たい強風にさらされたのは初めてだ。横風が強

烈で、意識して傾斜しなければ走ることができない感じである。 

 練習不足もあり、何とか 7 分ペースを持続して、2 時間 30 分切りを目標にスタートする。ロスは 30 秒

くらい。堤防道路に出た途端に冷たい横風。早く身体が温まるのを期待するが、それも無理。仲間の応

援がある大住橋は、元気に走るつもりでいたが、隠れるようにして通り過ごす。 

何とか 7 分ペースで走っていたら、7km あたりで、シューズの紐が解けてしまった。仕方なく道端で締

めなおしていると、2 時間 30 分のペースランナーが通り過ぎる。 

 これについて行こうと決めた。数人のランナーが集団で走っているから、これについて行けば、少し



 第４９６号  ２０１８年（平成３０年） ２月１０日発行   

 

 4 / 4 

 

 

 

は風よけにもなるし、少しは走りやすくなった。 

 折り返してからは、追い風になって楽になった。無理なくペースランナーについて行けるようになっ

た。今年は仲間の参加が少なく、声を掛け合うこともほとんどなかった。寒さのせいか、帰りの大住橋で

の応援もなかったし、寂しい感じの大会であった。 

 ペースランナーは、“ファイト”、“ファイト”、“ファイト”、“ファイト”、と声をだして激励してくれた。それで

も周りは、風と寒さに耐えて黙々と走るランナーばかりだった。“空元気でもいい。自分自身で応援しよ

う”と意識して声をだした。そのせいか幾分元気も出たし、7 分ペースを持続することもでき、いつしか

ペースランナーを追い越していた。 

 山城大橋が見えれば、ゴールは近い。この苦痛から解放される。あたたかいうどんも待っている。 

ビールも好きなだけ飲めるぞ。75歳になっての初レース。無事に完走できた。 

 レース後、いつもはそれなりの達成感を感じるのだが、今回はそれがない。寒さのせいか。歳のせい

か。うどんもビールも美味しく感じなかった。 

 寒さで汗をかくのが少なかったのだろうか。汗を流して美味しいビールが飲みたい。そんなことがで

きるレースに参加したい。寒い中のレースとはサヨナラしたい。 

 

☆ 自己紹介 ☆ 

京田辺走ろう会へ正式に入会して間もなく丸 1 年の田實敬幸（ﾀｼﾞﾂﾀｶﾕｷ）です。 

宇治市在住で昭和 40年生まれの 52歳です。私が本格的にランニングを始めたのは今から 3年程前に、

当会の先輩であり、職場の上司でもある栢木さんが職場内に有志で立ち上げたランニングクラブらし

きチーム（ぽっぽ RC）に入部させてもらったことがきっかけです。 

それまでは、時々ソフトテニスで汗を流していたのですが、老眼が出始めて、ボールが二重に見える

などで思うようなプレーが出来ずに悩んでいる時期でもあったので、私にとってはランニングに移行

する絶妙のタイミングとなりました。 

その後、木津川ロードレースに栢木さんと一緒に参加させてもらったことで、当会の活動を知る機会

となり、しばらくの体験参加の期間を経て、正式に入会させて頂きました。 

これまでフルマラソンに 5回参加してサブ 4をギリギリ 2回は達成出来たものの、直近の福知山マラ

ソンではサブ4達成ならず、マラソンの奥の深さを痛感しています。まだ練習への参加回数は少ないで

すが、「継続は力なり」をモットーに頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 35 回京都木津川マラソン（速報） 

フル 梶正人   3：44：10 

中島徹   4：52：23 

 豊島博子  5：47：16 

ハーフ  横尾祐郁  1：26：30 

 石橋伸一  1：52：26 

 藤田耕平  1：50：51 

 三木省三  2：01：04 

 森岡進    1：58：06 

 竹原絹栄  2：42：41 

（ナンバーカード順 RUNNET より） 

  

有志による 

市民駅伝の打ち上げと村中さんの帰国歓迎会 

2月 18日（日） 午後 1時から 

焼肉の牛太（大住ヶ丘店） 

会費 3300円 

食べ放題、飲み放題 

参加希望の方は、前薗さんまで 


