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3 月 6 日（日） 第３回静岡マラソン

満岡政明 4 時間 31 分 09 秒 （ﾈｯﾄ 4 時間 23 分 01 秒） 5,172 位／8,157 人中

満岡冨佐子 4時間 36 分 21 秒 （ﾈｯﾄ 4 時間 28

分 15 秒） 508 位／1,060 人中

今回で２回目の静岡マラソン。１回目は一昨年の第

１回大会。その時は雨も降り、風もかなり吹き、足の

甲も腫れて、コンディション的にはかなり悪かったの

にそのシーズンのベスト記録だった。私にとっては相

性の良い大会（？）と思って、控えめの目標で今シー

ズンのベストを狙って参加しました。

今回は、私の好きな雨もほとんど降らず、暑さで汗

をかくためエイド毎に水分補給。それでも３５Km まで

はキロ６分を少し切るペースで走れたが、急に腹痛。気力も体力も萎えて急失速。結局４時間１０

分の目標クリアならず。

3 月 13 日（日） 鳥取マラソン 2016

藤田邦昭 フル 3時間 44 分 58 秒 （ネット 3 時間 44 分 30 秒）

年代別 ７０歳以上 ２位/４５人中

砂丘オアシス公園をスタートし、コカ・コーラウェスト陸上競技場をゴールとするタフな４２.

１９５ｋｍに変更されて、今回で３回目となります。初回目は、３；４７；０２秒、昨年が４；２

４；５６秒(マラソン自己ワースト記録)そして２月７日愛媛で３：４３：１９秒(ネット)でしたが、

４０ｋｍ付近から歩いてゴールする惨めさを味わった。そんな様々な思いを込めてスタートライン

に立った。

前半は気持ちだけ少し抑えつつ３５ｋｍから４０ｋｍの峠越えの５ｋｍ間の落ち込みを、何とか

２９分００秒で耐え、ラスト２，１９５ｋｍは１１分５１で走り切った。因みに愛媛のラスト２，

１９５ｋｍは１６分５８秒要したが、記録上はネットで約１分１１秒愛媛が上回っている。このあ

たりにマラソンの難しさが感じられますが、昨年鳥取の自己ワーストの雪辱は充分果たせたが

新田辺に帰って今回の反省をしました。満足度は年代別２位もあったので、中等度です。

齋藤正法 フル 5時間 03 分 38 秒 （ネット 4 時間 59 分 42 秒）

男子一般 1813位／3700人 70歳以上 14位／42人

暑くなく寒くなく薄曇りで風弱く、 高のマラソン日和り。右にうつくしい日本海、広大な砂丘

を。左に見渡す限りの「らっきょう畑」をながめながらスタートする。いきなりゆるやかな上り坂、

一級国道Ｒ９の一部を走って、市内中心部へ。鳥取県庁前、日本海新聞社前を通過。Ｒ５３で田園

地帯を走って山間部へ。千代川を渡ってＲ２９を一部走って峠を越えて、中心部コカコーラ陸上競

技場ゴールのワンウェイコース。変化に富んだアップダウンの良くきいたすばらしいコースです。

成績は相変わらずの進歩なしですが、一日楽しく駆け抜けた因幡路でした。それにつけても藤田

師匠。70 歳以上で 2年連続の 2位。今年こそ優勝してくださいとバスの中で話していたのですが、

すばらしいタイムながらまたもや 2位。3年連続 2位の成績をおさめられました。上には上がいる

んですネ。
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3 月 13 日（日） 名古屋ウィメンズマラソン 2016

草野美澄 フル 3時間 55 分 59 秒 1733 位／19112 人

１度は走ってみたいと宿泊付きエントリーを決めていたのに、受付期間を勘違いして出遅れ、名

古屋駅前のマリオットアソシアホテルに高額投資して自己ベストを決めるぞとエントリーしまし

た。素泊まりだけではもったいないので追加料金を支払って３時チェックアウトにして、お風呂に

入っておいしい生ビールを飲むぞと決め、１ヶ月前からアルコールも控えて気合だけは充分でした。

今回一緒に参加した香村さん、桜井さん、森さん親子、計１０名で前日受付後、森さんの娘さん

の案内で名古屋観光を楽しみ、前夜祭はおいしい中華料理をいただきました。レース前日だという

のに結構歩いてぎょうさん食べました～。さすがマリオットホテル！目覚めはさわやかで体調は良

好！ひょっとしていい感じで走れるかもと思ったら、急に緊張が増してきて・・・。会場に着いて

女子だけの華やかな異常な雰囲気ににさらにテンションが上がり、いつもは汗だくで、水をかぶり

ながら走るところが、緊張しすぎたのか不思議なくらいさわやかに軽やかに？前半を走りました。

後半はやはり練習不足が顕著に現れてペースダウン、頑張ってもしかたないやんって思ったら気

がぬけてしまいファンランになってしまいました。ゴール後のティファニー、完走Ｔシャツにタオ

ル、ドリンクにパンと完走賞は期待以上に嬉しかったです。

マリオットホテルではダブルベッドの角部屋で、部屋のお風呂から夜景を楽しめるとってもすて

きなバスルームに疲れも充分に癒され、久しぶりの生ビールは格別においしく、名古屋駅前で皆と

合流し、居酒屋で打ちあがって大満足の楽しい思い出の大会となりました。

桜井祐子 フル 4時間 33 分 00 秒 5251 位／19112 人

名古屋マラソン初、ウィメンズ初、みんなと出場初、初めて尽くしの大会でした。

福知山マラソンが、体調不良で本当に苦しかったので、今回は、恐怖と期待がまぜまぜ、かなりの

動揺モードでした。でも前日、会の方たちと一緒だったので、受付もスムーズ、名古屋観光もばっ

ちり、リラックスして楽しく過ごせました。

さて当日、さすがウィメンズ、スタート前から華やか、海外の方も多くいつもとは全く違うムー

ドでした。しかし、走りだせばいつもと同じ、２５キロ辺りからきびしくなりだし、３０キロでち

ゃんと失速、このままずっと苦しいの？と思っていたら３５キロくらいからなぜだか少し楽になっ

てきて、「ティファニー持たずに帰れるか！」のプラカードに押され、結局、今の実力通りかなと

思えるタイムでゴールできました。

一緒に行った全員完走も、とても嬉しくて、ティファニーより、イケメンより、打ち上げの楽し

さが印象的な大会でした。

香村久子 フル 6時間 08 分 25 秒 16142 位／19112 人

今回三度目の出場となる名古屋ウィメンズマラソン。参加者は昨年より多く 2万人超え。新しい

靴を買い、気合いを入れて練習をと思った矢先の 1月 15 日、ちょっとした不注意でまたしても左

足薬指を骨折。全く練習できないまま、ウエストポーチに消炎・鎮痛剤のスプレーと痛み止めの錠

剤を持ち、スタート地点に立ちました。

もう一人森さんも 1月に突然の膝の痛みに私と同様、全く練習できないまま参加されました。

スタートゾーンが同じだったので、二人して取り敢えず行けるところまで頑張ろうとスタートしま

した。旅は道連れ一人より二人！いろんな話をしながら 15Ｋほど走ったころから私は左足指が、森
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さんは膝が痛み出し、スプレーをかけながらのランとなりました。

今までは沿道の応援の人たちに元気をもらっての完走でしたが、今回は森さんのお嬢さん、友

人の二人が地下鉄を使って移動しながら応援して下さり、中間点を過ぎたころ、急に空腹感に見舞

われ、森さんがスマホで「お腹がすいて走れないので、何か食べ物を持ってきて！」とデリバリー

を依頼、それに応えて、「コンビニで買ってきた」と言って、二人分のおにぎり、饅頭、チョコを

届けて頂きました。半ば諦めていた完走も、お腹が満たされるとゲンキンなもので、これでティフ

ァニーゲットの自信も湧いてきて頑張ることができました。又、沿道の応援メッセージ「ティファ

ニー持たずに帰れるか」に「ほんま、その通りや」と突っ込みを入れる余裕も出てきました。

スタートからゴールまでかかった時間は人それぞれですが、6 時間分の楽しい思い出ができま

した。 後にパソコンの前で気を揉みながら応援していただいた坂田さん、ありがとうございまし

た。

森昌子 フル 6 時間 20 分 39 秒 17234 位／19112 人

ずっと前から走りたかった大会でした。昨年は申込みしたものの落選、復活当選も叶わず、走れ

ませんでした。今年は当選し、念願叶って走れるわ～！。制限時間も 7 時間だし、何とか完走は出

来るだろうと思っていました。

ところが昨年末の長距離ランの後から膝の様子がおかしくなり、一時は歩く事さえできない状態

になってしまいました。完走どころが参加することすらあやしくなっていました。でも、一緒に行

ってくれる仲間がいるので、とりあえず受け付けしよう、スタートラインについて大会の雰囲気を

味わおうと切り替えました。

同じようにケガをしていたＫさんとゆっくりゆっくり走り出しました。オリンピックの選考会も

兼ねていたので、一流ランナーを間近で応援できたのも楽しかったです。野口みずきさんが近づい

てくるのは、歓声の大きさですぐにわかりました。

２０ｋ過ぎて、二人ともエネルギー切れになり、途端に足が動かなくなりました。ここで私は応

援してまわってくれていた友人と娘に携帯電話で出前を頼みました。「お腹が減って走れません！

何か食べさせて！！」。すぐに、おにぎりと桜餅とチョコレートが届きました。この出前のお蔭で

私たちは元気になり、また走り出

し、制限時間ぎりぎりで何とかゴ

ールすることができたのでした。

ずっと一緒に走ってくれたＫ

さん、応援してくれた友達、娘、

そしてネットでずっと見守って

くれていたＳさん、有難うござい

ました。皆さんのお蔭で本当に楽

しい名古屋ウィメンズの思い出

が出来ました。朝ごはんはしっか

り食べること。食料品を何か持っ

て走ることが大事。これが今回の

教訓です。
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3 月 20 日（日） 第 6 回淀川国際ハーフマラソン

坂田一郎 ハーフ 2 時間 17 分 23 秒 2294 位／2809 人

初参加。近場、スタート時間が遅い（11 時 45 分）ことを理由にエントリーした。会場は、京阪

守口市駅から歩いて淀川の河川敷へ。早くつきすぎて参加者もまばら。静かな雰囲気であった。お

祭り気分もなく、レースに対する緊張感もなく、とにかく淋しいだけ。

一人での参加だったから、荷物の心配があったが、預かりの段取りがよく、安心した。４５Ｌの

ゴミ袋より大きめのレジ袋を渡してくれる。ナンバーカ

ードの番号を書いてくれたＡ４の用紙を同封して指定の

場所に置いておく。指定の場所とは、テニスコート１面

で、周りが囲まれていて、グループ分けされている。各

自で置いて各自で受け取るというシステムだ。一方通行

で、ナンバーカードでチェックされるから部外者が入る

ことはなく、安心できた。

レースの方は、キロ 6 分 30 秒を目標にしていたが、ス

タート地点が 後尾のちょっと前で少々あせってしまっ

た。心配していた風もたいしたこともなくてよかった。それでもあと 5キロから急に疲れがでて足

が重くなってきた。ああ、スタミナ不足だ。もっと練習しなきゃ。帰りは、ビールも飲まずにしょ

んぼりと駅まで急ぎ足。

満岡政明 ハーフ 1 時間 57 分 35 秒（ネット 1 時間 54 分 57 秒）1188 位／2809 人

満岡冨佐子 ハーフ 1 時間 57 分 35 秒（ネット 1 時間 57 分 19 秒） 115 位／ 630 人

☆ 会員の紹介 ☆

（自己紹介） 浅利依子（三山木）

今さら今頃ですが。まだ書いていないということで書くことになりました。

結婚と同時に知らぬまに会員になっていたというおおらかな時代でした。入会は１９９０年。全然

走ってもいませんでした。又当時は宇治にいたので練習会に参加せず、京田辺に戻ってきてからも

熱心に日曜練習会に参加もせず、回数が未だに・・状態です。

走ることも何が面白いのかなあと思っていた時代からウルトラマラソンも走るようになり、１３

回も走ってしまいました。一発勝負にかけてきましたが、３年前の飛騨ウルトラはＤＳＮ、２年前

の秋田ウルトラはＤＮＦとなってしまいました。あと２回はウルトラマラソンを走って１５回にし

たいなあと考えています。これも走ろう会の皆さんという仲間がいたからこそ走れたと思います。

走る仲間がいるって 高！ 近は大会自体のエントリーも早くなり、個々での参加も増えていま

すが、皆さんでゴールの感動をわかちあえたらいいなあと思っています。

(注釈) ＤＮＳ ＝ Do Not Start スタートできなかった、つまりスタート前に棄権。

ＤＮＦ ＝ Do Not Finish スタートしたけどゴールできずリタイア。
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※ 走汗での「会員紹介」まだの方、よろしくお願いします。

秋月、泉、今坂、奥村、栢木、神田、木村あ、草野、越本、桜井、高岡三、理、武林、竹原夫妻

谷川、中島夫妻、古林、前薗、満岡夫妻、佐武郎、森、２４名

３０周年記念誌と原稿募集のお願い

３０周年記念誌編集委員会

今年の９月で京田辺走ろう会結成３０年となります。

記念行事の一つとして２５周年の同様、記念誌をＡ４版カラーで仕上げたいと思います。

お一人Ａ４で１ページまたは半ページで会員全員の原稿を集めたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。

原稿の募集時期：３月より５月末まで

原稿の形：WORDまたはテキストデータ と 写真 (写真のレイアウトは不要です)
写真はデータでも写真そのままでもＯＫ、写真はお返します。

・テキスト + 写真データ(写真そのままでもＯＫ、写真はお返しします)
・Ａ４一枚ですが写真に一言感想を添えて半ページ（Ａ５横の大きさ）でもＯＫ。

・パソコンが苦手の方は作成をお手伝いします。手書きの原稿に写真でも結構です。

・文字の大きさ（ポイント数）は題名 14pt、本文 10.5ptを使用ください。

題 名

題材は走ろう会に関することなら何でも結構ですが、以下のようなテーマを参考にしてください。

【記念誌の題名の例】

「わたしの走ろう会３０年」

「これからのランニング人生」

「３０年走り続けて」

「これからの健康ランニング」

「長い距離はもう卒業」・・・・など

発行は９月になりますが編集や印刷の都合もあり、これから募集して５月末までには原稿を集めてしま

いたいと思います。

できるだけ電子データでいただきたいですがパソコンが苦手のかたは、作成を事務局でお手伝いします。

この場合、４月末までには手書きの原稿に写真を添えて事務局まで連絡ください。パソコンで作成いた

だけるかたは 上下、左右２０ｍｍの余白を設定ください。

また、写真や思い出の資料もご提供ください。 資料等はコピーのあとお返しいたします。 特に３０

年走ろう会発足当時の写真、この５年間で増えた面白いデータなどを是非、お貸しください。（初詣ラ

ン、花見ラン、ＧＷ合宿、夏山登山、癒しのハイキング、年末長距離ラン、忘年会、総会、飲み会、そ

の他イベントなど）

【データの送付先】

mtakaoka@nike.eonet.ne.jp 高岡まで または お近くの編集委員まで

日曜練習会で手書き原稿や写真を持参いただいても結構です。


