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☆ 大会に参加して ☆ 

6 月 26 日（日） 第２３回コナマラソン   

竹原絹栄  ハーフ  ２時間３９分４８秒  （女子の部 １７３位／３１９人中）     

昨年９月のカウアイマラソンハーフから９ヶ月。コナマラソンハーフを走ってきました。コナマ

ラソンは５年振り２回目。前回はフルを走りましたが、思えばそれが私のフルマラソンの最後とな

っております。もはやフル以上の長い距離を走る体力・気力はないのかも・・多分。 

前回のマラソンのスタートゴールはカイルア・コナ地区で、会場へは早朝４時頃に車での移動が

必要でした。ところが今回のコナマラソンから、ハワイ島で利用しているワイコロアリゾートがス

タートゴールに変更になり、再チャレンジを決めました。コースは少しアップダウンがあるのと、

ハイウェイに出ると日陰がないのがつらいところです。でも、カウアイマラソンに比べれば平地が

多かったように思います。 

４時半頃、浅利夫妻と４人でホテルを出発。軽いジョギングでスタート地点へ。５時半、フルで

エントリーの主人がスタート。６時ハーフの３人もスタート。スタート直後は、リゾート内の街路

樹の中を走るコースで、涼しくすがすがしい気分で町並みや遠くにはハワイ一高い山・マウナケア

が夜明け前のシルエットに浮かんで、夜明けとともに今度は頂上の天文台も太陽が反射してとても

きれいな風景でした。 

何度か折り返してくるメンバーにエールを送りながらも、陽が昇るとさすがに暑さで疲労度が増

して、後半は体力維持が困難になり歩いてしまいました。 午前８時４０分頃のゴールでしたが、

ヘトヘトの状態でした。ゴール後は銘々がホテルへ帰るように申し合わせていたのですが、浅利夫

妻が待っていてくれて申し訳ないなぁと思ったら、実はゴールタイムが入賞の可能性が大で待って

いてくださいと言われたようで・・・今までのハワイのマラソンにはなかった５歳刻み年代別の３

位までの人に、メダルではなく陶器で出来た記念プレートが贈呈されるとのこと。結果、あさりこ

さんは２位、良紀さんは６位、私も４位、主人はフルで６５～６９歳の部・１位と突然のご褒美に

びっくりしました。スタート前にわかっていたら、ガンバリ度合いが違っていたかもと思いました

が、無欲がいいのかもしれませんね。このプレゼントはコナマラソンだけが毎年あるのかはわかり

ませんが、また走りたくなりました。 

竹原順治  フル  4 時間 25 分 06 秒  

４年ぶり、２度目のコナマラソンを楽しんできました。当大会は今年で２３回目を数えるのです

が、一昨年までは、コナのリゾート地で実施されており、早朝５時半のスタートに間に合わせるた

めにはレンタカーで早朝に出発する必要がありました。ところが、昨年から我々が宿泊するワイコ

ロアリゾートで開催されるようになったと聞いて、それなら便利なのでもう一度参加してみようと

いう気持ちになったのが、今回参加の動機です。 
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コースはリゾート入り口から約 5ｋｍのリゾートを縦断し、一般

道を約 2.5km 北上して折り返し、再度リゾートに帰って縦断し、

スタート地点まで戻って 15ｋｍ（ここまでを「前半コース」と呼

ぼう）、ここを通り越して一般道を 6ｋｍ南下、折り返してスター

ト地点まで戻って来て 27ｋｍ地点、そして 2 回目の「前半コース」

15ｋｍを走破して合計 42ｋｍ。要約すれば、リゾート内の 5ｋｍ

を 2 往復で 20ｋｍ、後の 22ｋｍは一般道ということになる。一般

道は溶岩台地の中の一本道を折返点目指して淡々と走るのみ。風景

はほとんど変わらず、日陰も全くなし。あるのは、ほぼ 2 マイル（3.2

ｋｍ）毎の給水所のみ。オアシスとはまさにこの給水所のこと。他

方、リゾート内は植樹の日陰もあり、適当なカーブも気分転換にな

って走りやすい。 

今回の第一目標は、歩かず完走して、4 時間 15 分プラスマイナス 15 分。キロ平均 6 分（マイル

約 9 分 30 秒）だ。まだ薄暗い 5 時 30 分、浅利夫妻と家内の声援を背にスタート。リラックスし

てリゾート内の道路を走り出す。しかし 1 マイル通過タイムを見て驚いた。8 分 30 秒前後。1 分も

早すぎる。オーバーペースだ。先は長い。慌ててスピードを緩める。早朝 4 時過ぎに 4 人で出発し

た宿舎のキングスランドを通過するころには、マイル 9 分台後半のペースに落ち着いた。 

このペースはハーフ（約 13 マイル）まで持続できたが、それ以降はマイル当たり 10 分台に落ち

る。暑さが厳しい。昨日、エントリー会場で受けたファイテンのテーピング効果も薄れて左肩が痛

い。のどの渇きで次の給水所が待ち遠しい。給水所では、水を飲む、頭からかぶる、左肩にもぶっ

かける。しかし、すぐにのどの渇きがくる。脱水症状だ。20 マイル（約 32ｋｍ）を過ぎるとラッ

プは１１分台、23 マイル(約 37km)では１２分台に落ちる。しかし、最後３マイル（約 5ｋｍ）は

リゾートエリア内だ。あそこの木立まで、次はゴルフ場入り口だ、次の交差点まで、いつものバス

停はもうすぐだ、もうすぐいつも買物をするマーケットだ、そこを過ぎればすぐにゴールだ。この

ように 500ｍ単位で目標物を置いて、自分を鼓舞して浅利夫妻と家内が待つゴールに目標範囲内で

たどり着いた。 

ここでうれしいハップニングがあった。なんと年代別（65～69 歳）の部で一位。記念の盾がもら

えるという。うれしかった。勝つとか負けるとか記録とかいう煩悩は、とっくの昔に捨てたつもり

だったが、やっぱり、死ぬまで逃げ切れるものではないのですね。 

 

7月 22日（金） 富士登山競争（５合目コース）紀行 

横尾祐郁 1時間 49分 32秒 男子 123位／1104名  総合 134位／1244名 

 大会自体は以前から知っていたが、１年ほど前、この大会の模様を放送していた NHK BS のラ

ンスマを見て、必ず出場しようと決意した。番組では芸人のハブくんが５合目コースを走るという

もの。登りが続くコースで、とてつもなくしんどいレースであるような番組仕立てであった。あの

しんどさを俺も味わいたい。いや味わわなければならない。フルマラソンでサブスリー、ウルトラ

でサブテン、そして富士登山競争山頂コース完走。これが市民ランナーのグランドスラムとよく言

われる。いつかは走ってみたいという気持ちがあった。しかし、なかなかきっかけがなかった。今

回はこの番組がきっかけとなり、早速、エントリー日時をネットで確認した。そして、エントリー
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日時ちょうどにパソコンの前にスタンバイし、エントリー成功。レース当日の開会式で聞いたのだ

が、わずか 10 分で定員に達したそうだ。 

 さて、出場できることになったが、今年は五合目コース（定員 1276 名）。キロでいうと 15 キロ。

はっきりいってなめていた。なんとかなるだろうと。大会要項が 2 か月前に送られてきて、そこに

掲載されていたこれまでの女子の優勝タイムを見て、大体の自分のタイムを予測した。これまでの

女子の優勝タイムは 1 時間 40 分前後。ということは、私はおそらく 1 時間 50 分から 2 時間ぐら

いではゴールできるのではないか。30 キロ走だと思えばよいのではないか。しかし情報が少なす

ぎる。大会要項にコースは掲載されておらず、よく見る高低差もない。あるのは下表のような情報

のみ。 

気温差 標高 地点 距離 徒歩 

-21° 3,776m 山頂 2.2 キロ 80 分 

-18 3,360m 八合目 

1.8 キロ 180 分 

-15 2,700m 七合目 

2.0 キロ 90 分 

-13 2,250m 五合目 

4.2 キロ 130 分 

-7.8 1,450m 馬返し 

10.8 キロ 

 

180 分 

 770m 富士吉田市役所 

この情報を見る限り「馬返し」からは登山道のようである。スタートの山梨県富士吉田市役所か

らの標高差 1500m。箱根駅伝の 5 区が確か標高 800m ぐらいで距離は 23 キロ。このコースの標高

はその約 3 倍で距離は 15 キロ。坂が急であることがよく分かる。しかも「馬返し」から 4.2 キロ

は山道。そこを走る。ということはふくらはぎやアキレス腱に相当負担がかかりそうだ。私は足が

つりやすい。急に不安になって YouTube で様子を見てみる。不安は的中した。「馬返し」までもず

っと登り坂のようである。結局 15 キロすべての行程が登り坂に違いない。未知の世界である。普

通は坂を登れば下りがある。下りがあるから頑張って登れる。しかし、今回は登りっぱなし。足は

大丈夫か。不安は増し、坂道での練習が必要だろうということで急遽3回ほど甘南備山で練習した。

しかし、甘南備山はせいぜい登り 1 キロぐらい。「馬返し」からならその 4 倍、全コースならその

15 倍といってもよい。結局不安を払拭できないまま出発することとなった。 

さて、どのようにして現地に行くのか。多くの人はネット上で最短のルートや最も安いルートを

調べるのではないだろうか。私もそうした。すると、いろいろやってはみるものの全て東京経由で

現地に入るよう出てくるのだ。えっ！山梨は東京よりずっと西じゃないか。なんで東京まで行かな

ければならないのか！金がかかるではないか！そこでいろいろと調べてみると、三島まで新幹線で、

そこから河口湖駅行きの高速バスがあるではないか。しかし登山シーズン。乗れるどうかわからな

い。予約するしかない。予約するにはネット上の会員登録から始めなければならない。面倒だ。最

近はなんでもネットで済ますことができ、便利になってはいるが、このようなことをその都度行う

必要があり、果たして本当に便利なのかはなはだ疑問に思う時もある。まあ、それはそれとして結

局、面倒であるがそのルートで行くことにした。久しぶりの新幹線でゆっくりと一人旅。ここまで

は予定通りだったのだが・・・。三島で新幹線を降り、バス乗り場のある南口に行きたいのだが、

南口に出る出口はない。とりあえず出口のある北口へ出る。どこか近くに線路をくぐる道があって
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南口に行けるだろうと思い、北口周辺をうろうろ。しかし、ない！南口に行ける道がないのだ。改

札の外から駅構内をのぞき込むとどうやら南口に行くには在来線の乗り換え口に出る必要があっ

たようだ（そんな表示は目に入らなかったが）。いったん私のように北口から出てしまうと南口に

行くには遠く５００～７００メートルほど先に見える信号まで行って線路をくぐりまた、線路の反

対側の南口に戻ってくる必要があるのだ。荷物を背負い、そんなことはしたくない。不愛想な駅員

に事情を説明し、駅構内を通らせてもらったら１分で南口に出た。バスの時間まで余裕があってよ

かった。乗り遅れることなく、三島を出発。富士山に近づくにつれ、山頂は見えないが、右手に青々

とした山の雄大な景色が広がる。大きいなあ、これが富士山かあ、夏だから雪はかかっていないの

だな、などと思いながらと景色を楽しんでいるとあれっ、バスはその青々した山々からは徐々に離

れ、薄暗い雲というか霧というかガスというかかすんだ方向に進んでいく。スマートフォンで調べ

ると実はそこが富士山であった。私が富士山だと思っていた山は全く別の山であった。この時から

帰るまで結局富士山の全景を見ることは一度もなかった。だから今でも本当に富士山に登ったのか

実感はない。そうこうして 1 時間 50 分ほどで河口湖駅に到着。バスから降りると肌寒い。これも

まったくの想定外。京都では 30 度を超える日が続いていたため、寒さのことは全く頭になかった。

私は半袖しか持ってきていない。急遽、駅周辺の登山用品店で長袖の衣類でも買おうかと店内に入

るものの、有名メーカーのブランド品しかなく、どれも 1 万円以上するようなものばかり。そんな

金はない。もう我慢することを選択し、ホテルに向かう。駅からホテルまでは 1.3 キロほどだが、

道が狭く入り組んでいる。ここでもスマートフォンが大活躍。自動車が通れない道や、自転車です

ら通れない階段状の通路などもあり、おそらくスマートフォンなしではホテルにたどり着けなかっ

た（そんな道ですらスマホには出てくるのだ！）。さあ何とかしてたどり着いたホテル。そのホテ

ルも想定外だった。エントリー後すぐ、スタート地点の富士吉田市周辺で宿泊施設を探したのだが、

予約するのがまた大変だった。富士山の登山シーズンでどこも一杯。空いている部屋と言えば一泊

5 万以上するようなところだけ。困った。1 か所だけ相部屋ベッドのみ 1 泊 4800 円というところ

があった。他に選択肢はなかった。そこが今回宿泊したロイヤルホテル河口湖。名前はすばらしい。

しかし、私が泊まった部屋は 5 階の 4 人～8 人の相部屋。ベッドはなかった。薄いせんべい布団が

4 つ敷いてあった。カギはない。洗面所もトイレもない。同じフロアに男女共同のトイレがあり、

洗面所はトイレの手洗い場を使うしかない。どう見てもかつて従業員の宿直用の部屋だ。同部屋の

人は三人とも今回のレースに出場するランナーだった。2 人は五合目コースなので言葉を交わした

が、もう一人は山頂コースのランナーで、私たちが寝ている頃に入ってきて早朝 4 時頃出て行った

ので顔も見なかった。 

夕食は予め調べておいた、ほうと

う屋さんで食べた。店内で周りを見

るとランナーらしき客もちらほらと

いる。遠方から来ているランナーた

ちが考えることは同じだ。何か地元

の名物を食べておこうと。そして、

これまで知らなかった「ほうとう」

なるものを初めて食べた。太い太い

うどん鍋とでも言おうか。野菜は大
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きくざく切りにされており、山里の鍋という感じだ。普通においしかったが、博多ラーメンが好き

な私にとっては、やはり麺は細麺だなと改めて思った。 

スーパーで翌日の朝食を買ってホテルに戻り、9 時頃には就寝した。翌朝は 5 時頃起床。雨だっ

た。前日も曇って小雨が降っていたが、それよりひどい。しかも寒い。同部屋の他のランナーたち

は車で来ているということで（指定された駐車場からシャトルバスに乗車してスタート地点へ）私

は一人河口湖駅に向かい、河口湖駅から電車に乗り２駅の富士山駅下車。そこから歩いてスタート

地点の富士吉田市役所に向かう。歩いていると花火の音とともに車から何やら大きなマイク音が聞

こえてきた。７時、山頂コースがスタートした音だった。しかも私が歩いている道を前方から 2500

名のランナーたちが走ってくるではないか。私はその光景を見て驚いた。何と先頭の数百人はラン

パン、ランシャツ姿。ビニール袋すら身に着けていない。山頂の気温は地上と 21 度違う。その日

は恐らく 0 度ぐらい、しかも雨だ。山頂コースはゴール後、2 時間ほどかけて自力で 5 合目まで下

山しなければならない。低体温症になる可能性大だ。低体温症を経験したことのある私には信じら

れなかった。バカか！死んでもいいのか！と思ってしまった。先頭は昨年の優勝者、松本翔だった。

私は彼の本「東大式マラソン最速メソッド」を読んだことがあったので「松本！」と大きく声をか

けた。彼は私を見たが知らないおじさんだと思ったのだろうすぐに前を向き、走り去っていった。

上述のランスマでランナーだと知った NHK の気象予報士、平井信行さんも走っていた。今年もバ

ンダナを巻いて走っていた。ランナーとは思えないほどがっちりした体形だった。最後尾あたりの

ランナーたちは制限時間内にはゴールできそうには見えなかったが、このすべてのランナーたちは

エントリー資格を得たランナーたちばかりなのだ。来年はこの中で私も走るのか。遠いこの地まで

また来て、こんな早い時間にスタートしなければならないんだなあと思いながらスタート地点の富

士吉田市役所に向かった。富士吉田市役所に到着するとそこはマラソン大会のスタート地点と同じ

だ。大会本部（富士北麓公園）で受け取る荷物と 5 合目で受け取りたい荷物（スーパーのビニール

袋ぐらいの袋に入れたもの）を預ける。後はスタートを待つだけ。普段のレースと違うのは平日で

あり、場所が市役所の敷地だということである。市役所には普通に出勤している人もいる。そんな

中でアップをしてスタート地点に並んだ。すると大学時代の同級生 T が私を発見してくれて声をか

けてきた。この大会に出場することは知っていたので、市役所に到着後、私も気になって探しては

いたが、見つけられなかった。T は山頂コースのエントリー資格、2 時間 25 分に間に合うかどう

か自信がないと話していた。私も彼のフルのタイムを知っていたので大丈夫だろうかと心配してい

たが、お互い健闘を誓い、それぞれのエリアでスタートを待った。T は先頭に近いエリア、私は後

方のエリアだった。そして、8 時 30 分にスタート。市役所前をスタートして直進する 300m ほど

はフラットだが、左折したとたん登り坂の始まりだ。まずは商店街から住宅街までの直線約2キロ、

大住のスーパー ナカガワ前の勾配ぐらいの坂が続く。すぐに息が上がる。こんな坂がずっと続く

のかと思うと始まったばかりなのに意気消沈してくる。1 キロぐらいで T を発見。高山ウルトラマ

ラソンの黄色い T シャツを着ていたのですぐにわかった。背中を思い切りバシン！と叩いて気合を

いれてやった。「ゴールが遅すぎたら先に帰ってるで」と伝え、抜き去った。そしてその長い坂を

登りきり、左折すると多少緩やかな坂となる。数百メートルで富士浅間神社富士登山道に入る。登

山道といってもアスファルトの車道だ。雨が降る中、もやで2百メールぐらい先までしか見えない。

目が慣れて一見平地のように見えるが、ラップを見ると遅い。5 分半以上かかっている。気持ち的

には 4 分半ぐらいだと思っていたが。やはりここも登り坂なのだ。どこまで走っても直線の緩やか
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な登り坂だ。雨が降る中、変化がなく気が滅入る。そして、直線道路から曲がりくねった道に入り、

10.8 キロ地点の馬返しに着くと、もう山道だ。そこからほとんどのランナーが歩いていた。馬返し

までは私の周りのランナーは全員が走っていたのに、急にみんな歩き出していた。おそらく多くの

ランナーたちは（来年以降の山頂コースエントリー資格の）2 時間 25 分以内にゴールすればよい、

ここで走るより体力を温存しておきたいと考えていたのだろう。しかし、私にはまだ体力も残って

いたし、歩くためにわざわざここまで来たのではない。順位も少しでも上に行きたい。私は走って

どんどん抜いていった。しかし、山道である。それほど速くは走れないし、走っても歩くより多少

速いくらいだ。しかも体力は相当消耗する。呼吸も当然激しくなってくる。私はついに 12.5 キロ

で完全に歩き出した。ただ、速歩だ。少しでも走れそうなところは走って一人また一人と抜いてい

った。馬返しからはほとんど抜かれていないと思う。抜かれたとしても数名程度だった。そのよう

な状態であと 1 キロ（14 キロ地点）あたりだろうか。後ろから明らかに女性ランナーのハァー！

ハァー！ハァー！という激しい呼吸が聞こえ始めた。しかもその呼吸はインターバル走の直後のよ

うな激しさだった。そんな状態でよく走れる（歩ける）なあと感心しつつ、絶対にこの女性には負

けたくないという気持ちが沸き上がってきた。抜かれないよう私はペースを少し上げたが、私の真

後ろからその激しい呼吸音が遠ざかることはなかった。ハァー！ハァー！ハァー！ついに私は根負

けし、抜かれてしまった。今回のレースで私が一番記憶に（耳に）残っている出来事だ。あそこま

で自分を追い詰めることができるんだと私はハンマーで頭を殴られたような衝撃だった。常々（川

内優輝のように）自分の力を 100％出し切りゴール後に倒れたいという願望を持っている私は、あ

れくらいやらねば完全燃焼したとは言えないなと思ってしまった（その女性は 3 位ぐらいかなと思

ったが、実際は 11 位だった！この大会のレベルの高さに改めて驚いた）。そして、ついに山道が終

了し、舗装道路に出た。ここからはあと 100m。YouTube でも見た光景だ。ここから私は最後のダ

ッシュの態勢に入った。道もほぼフラットのように見えたが、体が前に進まない。空気が薄いのか、

実は登り坂なのか原因はよくわからないが体がほわっと浮いたような感覚で先に進まなかった。

「（1 時間）50 分切れるぞ！」という声が聞こえ、電光掲示板を見ると確かに切れそうだ。最後の

力を振り絞りゴール！やっと登り坂から解放された瞬間だった。 

しかしそれまでのしんどさが嘘のように回復は早かった。今思い返すとハーフマラソンを全力で

走った後の方がしんどい気がする。ゴール後、余韻に浸ることなく、荷物受け取り場所に歩いてい

きながら見上げても、見下ろしても雲というかもやしか見えず、ここは本当に富士山か、とまた思

ってしまった。そしてここからが寒さと

の闘いだった。雨はずっと降り続いてい

る。ゴール後から徐々に体温は低下して

きている。気温はおそらく 6‐7 度だ。

体はびしょ濡れで冷えてきているのに

T シャツ、短パン姿。山登りの人たちは

冬場のような恰好をした。いくら歩いて

も荷物の受け取り場所には着かない。お

そらくゴールから 1.5キロほど離れてい

たのではないだろうか。やっと到着し、

体はブルブル震え出していた。私は迷っ
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た。この寒い中、この距離を引き返し、T のゴールを待つか、そのままシャトルバス乗り場に行く

か。今から引き返したら（タイム）2 時間 15 分くらいだろう。まだゴールしていないだろう。せ

っかくスマホも持ってきたのだし、ゴールを撮ってあげよう。私は引き返すことにした。もう体力

は回復していたこともあるが、あまりの寒さにランで引き返した。たくさんのランナーたちがしん

どそうな顔で荷物の受け取り場所に向かう中、ランで颯爽と逆走していく。カッコいいではないか。

私は予定通り 2 時間 15 分くらい（の時間、つまり 10 時 45 分）にゴール地点に戻り、ゴールを見

下ろせる小高い場所で T を待った。2 時間半すぎたら帰ろうと考えていると意外にも 5 分ぐらいし

て黄色い T シャツの T が目に入った。2 時間 25 分にはまだ余裕があるのか歩いていた。舗装道路

でしかも最後の 100ｍを歩くとは！私は思わず「T～！走れー！」と大声で怒鳴った。そこから T

は走り出し 2 時間 20 分台でゴール。本人はとても興奮していた。これで山頂コースに出場できる

のだ。「横尾、来年、山頂コースやな！」実は私は迷っていたのだが、T のうれしそうな声に押さ

れ「そうやな」と答えた。 

T のゴール後、私たちは、荷物受け取り場所、そこからバス乗り場（荷物受け取り場からバス乗

り場までがこれまた 1 キロ以上あった）、バスに乗り 40 分ほどかけて大会本部のある富士北麓公園

に到着。荷物を受け取り、ここで来年の山頂コースでの再会を誓い T とは別れた。公園内の陸上競

技場施設で温かいシャワーを浴び、ビショビショの服、泥だらけ靴から乾いた服、靴に着替え、や

っとこれできれいさっぱり。シャトルバスで富士山駅に着き、そこで時間的に新富士駅行きの路線

バスに乗った方が早く新幹線に乗れるため、そのバスを選択。路線バスのため、高速道路は使わな

い。富士山をなんと３／４周して新富士まで南下するのだ。のんびり 3 時間ほどかかり新富士駅に

到着。新幹線の発車時刻 30 分ほど前に到着の予定だったのが、遅れて 5 分前に到着。大急ぎで新

幹線に飛び乗った。新幹線が京都に着き、駅のホームに出てやっと私の体はじんわりと温かくなっ

た。 

来年はいよいよ山頂コース。５合目から先は山頂まで 2 時間ほど山歩きだ。来年はしっかり準備

をして臨み、制限時間 4 時間 30 分以内にゴールしたい。 

 

私の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離(km) ラップ スプリット 距離(km) ラップ スプリット 

1 0:04:51 0:04:51 9 0:06:21 0:47:27 

2 0:04:42 0:09:33 10 0:06:54 0:54:21 

3 0:04:42 0:14:15 11 0:08:17 1:02:38 

4 0:04:56 0:19:11 12 0:10:19 1:12:57 

5 0:05:10 0:24:21 13 0:11:54 1:24:51 

6 0:05:27 0:29:48 14 0:12:28 1:37:19 

7 0:05:40 0:35:28 15 0:11:25 1:48:44 

8 0:05:38 0:41:06 15.2 0:01:00 1:49:44 
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7 月 31 日（日）  第 44 回 釧路湿原マラソン 30Ｋｍ 

満岡 政明  3：12：39 (ﾈｯﾄ 3：11：57)  男子 741 位／956 人中 

満岡冨佐子 3：12：39 (ﾈｯﾄ 3：11：58)  女子 117 位／182 人中 

北海道「釧路湿原マラソン 30kｍ」を走ってきました。毎年参加していた「琵琶湖ｼﾞｮｯｷﾞﾝｸﾞｺﾝｻ

ｰﾄ 10km」が昨年で終了したため、今年は京都の炎暑を避けて 8月末の「北海道マラソン」参加を考

えたが既に募集締切済み。北海道マラソンの練習用大会と考えて同時にエントリーした釧路湿原マ

ラソンが残った。最近は大会エントリーも思惑通り行かなくなってきました。コースは釧路市民陸

上競技場をスタート、市街地を 5ｋｍ走り新釧路川堤防道 2.5ｋmと釧路湿原道路 7.5kmを走って

15㎞地点で折り返すほぼ平坦なコース。当日の釧路の最高気温は 21℃、雨もスタート直前に上が

り、この時期としては好コンディションの下、9時 30分スタート。制限時間は 3時間 40分。キロ

6分 30秒、イーブンペースでの完走を目指す。スタート後に靴紐を結びなおしていた妻に追い付い

た後は並走。給水ポイントやスポンジポイントでの給水とボランティア高校生の笑顔に力を得て無

事完走することができました。たっぷり良い汗をかくことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 自己紹介 ☆ 

竹原順治 

平成 6年 4月に京田辺に引っ越してきて、木津川の堤を走ってキロ表示をたどって関屋橋に来た

ところ、走ろう会の方々の反省会の場に遭遇したのが入会のきっかけです。その日にちははっきり

しませんが、6月ごろだったと思います。はっきりと覚えているのは、7月 10日の日練初参加の日

のことです。みなさん、御幸橋に行かれるのについて行って、8ｋｍあたりからひとりで歩いて帰

って来ました。昨日のことのようですが、もう 22年も昔のことなのですね。この間、多くの友人

に恵まれ、走りが本当に私の人生の一部になりました。 

今後とも、走れることが健康の証であると信じて、走ろう会の一員として参加させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

創立３０周年記念パーティ   ９月２２日（木・祝） 12：00～ 

『大扇』（京田辺市田辺奥ノ城 5 番 3） 電話 0774-62-0014  会費 ￥7.000－（２時間飲放題） 

送迎バス（28 人乗り） JR 松井山手（11：30）～健康ヶ丘バス停（11：40）～近鉄京田辺（11：50） 

 詳細は親睦部 坪倉迄 


