
9 月走りこみ月間 終報告

10 月 23 日までに結果を報告された方とそれまでにメール等でご連絡いただいた方の 終報告です。

今年の参加者は、男子39名（昨年49名）、女子13名（同12名）、合計52名でした。男子のトップは私（横

尾）の 515km、女子は満岡 冨佐子さんの 441km、52 名全体の総走行距離は 8,303km(昨年 10,918km)、一

人あたり平均160km(昨年179km)でした。参加者全員の総走行距離を予想していただきましたが、 も近い

8,800km を予想された方は、浅利良紀さんでした。

1 横尾 祐郁 515 19 梶 正人 181 37 浅利 依子 75

2 満岡 冨佐子 441 20 藤田 耕平 175 38 坂田 一郎 65

3 満岡 佐武郎 440 21 中島 徹 173 38 坪倉 修二 65

4 加藤 照男 392 22 古野 敏 157 38 村中 康 65

5 渡邉 孝司 375 23 今坂 英夫 156 41 宮浦 裕美 60

6 満岡 政明 308 24 草野 美澄 150 42 前薗 俊彦 57

7 藤田 邦昭 305 25 奥村 長芳 148 43 豊島 博子 50

8 古林 肇 273 26 泉 弘 147 44 兼田 政章 46

9 冨永 正治 243 27 梅澤 宗平 141 45 小泉 弘道 43

10 石橋 伸一 231 28 中島 寛子 132 46 香村 久子 38

11 木村 あゆみ 229 29 西本 明 125 47 茨 信男 30

12 齋藤 正法 220 29 前田 純也 125 48 坂田 敏子 28

12 高岡 理 220 31 栃木 静男 113 49 河原 健二郎 18

14 栢木 利和 210 32 越本 彰 109 50 嘉手苅 一男 15

15 竹原 順治 202 33 高岡 三樹子 105 51 井上 福身 10

15 谷川 琴美 202 33 山口 譲 105 52 木村 明司 5

17 鈴木 ひとみ 200 35 竹原 絹栄 102

18 浅利 良紀 198 36 高岡 元章 85

【追記】

11 月 5 日、森岡進さん 100ｋｍ、田實さん 150ｋｍの報告があり、全体で 8,553ｋｍとなりました。

近いで賞に変更はありません。（強化部 横尾）

※ 表彰は、12 月 23 日（金）、忘年会の時に行います。（事務局）

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/
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10 月 16 日（日） 第 32 回京田辺市マラソン大会 天候 晴れ

恒例の体協主催のマラソン大会が過去 高の参加者（申し込み763人、完走者698人）のもと盛大に行

われました。当日は秋晴れの好コンディションでしたが後半頃から強風となりました。会からは石橋（審判

長）、高岡三（準備体操指導）、岡田（給水担当）と後続者として親子ペア（2 ㎞）・

前薗、小中学（3㎞）藤田耕、一般壮年（3㎞）梅澤、一般壮年（10ｋｍ）古林の方々に協力頂きました。今回

より一人でも多くの会員が走れるように役員を大幅に減らしていただき後続者のみとなりました。できれば

もう少し選手として走っていただきたかったと思います。まずは事故もなく無事終了できました。選手・役員

の皆様お疲れ様でした。（石橋記）

【会員の記録】 １０ｋｍ壮年・男子 １０ｋｍ壮年・女子

加藤照男 47′23″ 兼田政章 57′34″ 満岡冨佐子 57′50″

梶正人 47′49″ 満岡政明 57′50″ 鈴木ひとみ 60' 44″

小泉弘道 48′44″ 越本彰 62′26″ 谷川琴美 62′25″

浅利良紀 53′03″ 坂田一郎 62′55″

長距離記録会

10 月 2 日（日） 晴れ 気温 24.4度 10 月 9 日（日） くもり 気温 20.3度

※は 10月 2日

横尾 祐郁 37km 2 時間 42 分 55 秒

横尾 祐郁※ 33km 2 時間 29 分 48 秒

藤田 邦昭 20km 1 時間 36 分 33 秒

竹原 順治 20km 1 時間 50 分 26 秒

渡邉 孝司 20km 1 時間 51 分 37 秒

満岡 政明※ 15km 1 時間 38 分 45 秒

前田 純也※ 10km 51 分 15 秒

満岡 冨佐子※ 10km 57 分 57 秒

兼田 政章 10km 59 分 25 秒

齋藤 正法 10km 59 分 40 秒

古林 肇※ 10km 59 分 40 秒

高岡 元章 10km 1 時間 1分 25 秒

坂田 一郎 10km 1 時間 4分 41 秒

竹原 絹栄 10km 1 時間 5分 10 秒

越本 彰※ 10km 1 時間 11 分 47 秒

梅澤 宗平 10km 1 時間 12 分

古林 肇 8km 47 分 20 秒

秋月 康敏 7km 55 分 50 秒

坂田 敏子 7km 56 分 35 秒

前薗 俊彦 7km 56 分 40 秒

西本 明 5km 29 分 59 秒

恒例の第一日曜日の記録会が 10 月か

ら再開されました。10 月は、2 日が合宿と

重なっていたため、9 日も記録会としまし

た。

2日はとても10月とは思えない蒸し暑さ

でした。私が走り終えた 11 時ごろには 28

度を超えており、久しぶりにくたくたになり

ました。9 日は打って変わって 10 月らしい

涼しさの中、とても走りやすかったですね。

私は目標距離以上走ってしまいました。

次回は 11 月 6 日です。いよいよマラソ

ンシーズン到来。記録会を活用してより満

足のいくレースにつなげていただければと

思います。

（強化部 横尾）
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☆ 大会に参加して ☆

10 月 9 日（日）第 13 回 筑後川マラソン 2016

満岡冨佐子 4 時間 39 分 08 秒 65 位／ 262 人中

満岡政明 5 時間 18 分 14 秒 1,237 位／2,117 人中

９月の走り込み月間後の初フル。九州一の大河、筑後川の河川敷を走るコースとのことで福岡県久留

米市に観光を兼ねて走ってきました。自然一杯の河川敷のサイクリングロードを上流側へ、中間点過ぎて

同じ道を折り返すほぼフラットなコースです。当日は昨夕からの本降りの雨も早朝に止み、スタート時は曇

り、気温 24℃。9時のスタート直後に河川敷に下る道幅が狭く停滞。河川敷コースは冠水箇所が何か所も

あり道路両端を一列歩行、 初の 5 キロはネットで 40 分以上のペースで士気が上がらない。ランナー 3

人が並走できる程度の道幅が多く、14キロ付近から折返しランナーとのすれ違いには大変気を遣った。マ

イペースで走れないストレスと遮るものもない日差しの強さに気力も萎えてしまった。それでも、エイド毎に

力を得て、脚を動かし続けることのみを念頭にマラニック感覚でゴール。全身汗まみれ、泥まみれのフィニ

ッシュでした。

妻も思い通りに走れず目標を下回り悔しがっていたが、60

才以上女子の部では思いがけず 1 位の結果にニッコリして

いました。

筑後川マラソンの 大の難点はコース幅が狭いことです。

特にすれ違い区間で前走者を追い越すのに、迅速な判断と

タイミングを要求され苦労しました。加えて前日の雨でコース

の冠水箇所が何か所もあり難儀しました。自然一杯の河川

敷は、整備された河川敷とは随分様子が違いました。（満岡

政明）

10 月 16 日(日）第 22 回四万十川ウルトラマラソン

髙岡理 100km 男子 29 歳以下 10°31′16″ ネット 10°30′51″

総合 197 位 年代別 17 位

9 月の走り込み月間で六甲へのトレイルを含め、200km 以上月間

で走ったのは初めて。

10 月に大分県の臼杵というところに転勤になったので、四国へは大

分の佐伯港から四国の宿毛港まで夜間のフェリーで渡り、そこから

スタート地点の中村まで始発列車で移動。早朝のため宿毛港から駅

まで徒歩の移動でしんどかった。

レースではエイド以外止まらないで走れたが、昨年も走った 40km

付近の坂を忘れていた。前半に少し飛ばし過ぎで、95km あたりから

大幅にペースダウンした。次に 100km を走る機会があればこれまで

の完走目的から目標のタイムを決めた走りをしたい。レース後、復路

も真夜中のフェリー移動で寝不足、さすがに月曜日はつらい一日と

なった。
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10/23(日）金沢マラソン 2016

高岡理 フル 男子 10 歳代・ 20 歳代の部 3°34′59″ ネット 3°34′54″

総合 844 位/10332 人中 男女年代別順位 103 位/1233 人中

スタートの位置がＡゾーンで一番前。周りのランナーのペースが速く、5km を 21 分で通 過。これが影響

したのか、後半は徐々にペースダウンして 3 時間 30 分を切ることができなかった。これまでは腕を振らな

い走り方をしていたが後半スピードダウンしたので腕ふりをする走り方に切り替えてみたが、慣れないせ

いか腕が非常に疲れてしまった。

髙岡三樹子 フル 60 歳代の部 5°09′53″ ネット 4°58′47″

総合 1151 位/2933 人中 男女年代別順位 55 位/188 人中

なんとＧゾーン(全ゾーンはＨ）からのスタート。8 月末の五島列島ハーフマラソンのタイムからすると完

走できるか心配だったけれど 20km まで順調にラップを 6 分半で通過。しかし突然の腹痛でトイレに・・・

2011 年東京マラソンの悪夢の再現か？ 何とか落ちついて走り出す。その後はエイドおやつの食べ過ぎ

か、30km 過ぎにまた腹痛が・・・ 2 回目のトイレへ。でも、なんとか完走。コースの道は細いところもあるけ

れど、地元の子供達を含めた大勢の応援があって頑張れるし、エイドのお汁粉やお菓子などの提供もあ

り、気候も良い時期なのでおすすめのマラソン大会と思う。次回は 10 月 終週開催とのこと。

藤田邦昭 フル 3°48′16″ ネット 3°48′05″

総合順位 1386 位／10332 人中 年代別 70 歳以上 4 位／118 人中入賞

２３日金沢市内はマラソン一色で大会を支えるボランティア６０００人。スタート８時５０分、しいのき迎賓

館前(香林防広坂通り)エリア付近より、お城公園、兼六園等の歴史的景観と東山の古い街並みを横目に

見ながら、勝負所のＪＲ金沢駅(３２ｋｍ)、県庁通り(３５ｋｍ)を経て、ＦＩＮＩＳＨは石川県西部緑地運動公園

陸上競技場で、高低差４０ｍ、しかも１０ｋｍ付近から、ほぼ平坦で道幅は広く(おお通り)、応援は全コース

に渡り、幼児、老人までを含めて途切れる事のない大声援で感動しました。今回の当選倍率２，３倍で来

期も健康であれば是非走りたい大会である。帰路サンダーバード相席したアッシクス社員のお兄さんとス

ーパードライ５００ｍｌ×２缶で乾杯・・ランナーであれば年齢差関係なく盛りあがり、しかも遇然にも広島フ

ァン同士ですから、ピッチが早くお変わりも・・カープ人気は全国区ですネ。
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10 月 23 日（日）第 28 回諏訪湖マラソン

坂田一郎 ハーフ 2時間 28 分 54 秒

故障で中断はあるけれと、11回目の参加。9月の走り込みが65ｋｍと過

去 低。不安でたまらない。16 日の市マラソン、10ｋｍを 62 分台で完走で

きたことを頼りにスタートに向かう。天候は晴れなれど、風強し。午前 10 時

スタートの打ち上げ花火が轟く。

目標は、7分／ｋｍのペースを維持して 2時間 30 分切り。１ｋｍのチェッ

ク、6分 43秒。慣れたコースだから、１ｋｍ毎のポイントでタイムを確認する

早くならないように。14ｋｍ以降の追い風を期待して頑張るつもりでいたが、

練習不足はいかんともしがたい。スピードアップどころか疲れがどっと出て、

完走も危うく感じる。ラスト 3ｋｍで少し元気がでた。何とか目標は達成でき

た。

来年は、きちんと練習して楽しく走りたい。そして美味しいビールを飲みたい。

10 月 30 日（日）第 6 回大阪マラソン

古林肇 フル 3時間 54 分 16 秒 ネット 3時間 56 分 06 秒

秋深まる好天のナニワ路を約３万２千人のランナーが駆け抜けた。加齢(68 歳)による体力の衰え。この

頃とみに儘ならない長距離走。何とかサブフォーでゴールしたものの、不本意でもどかしさが残るレースで

あった。

この大阪マラソンは参加者が子供の未来、自然、家族など、七つのテーマから支援するモノを選び支え

るという虹色チャリテイーマラソンの異名を取り、６大ワールドマラソンメジャーの一つ、シカゴマラソンとも

提携している。回を重ねる毎に注目度が高まり、今年は約１３万４千人の応募があった。

さて、午前９時に大阪城公園をスタート→御堂筋、中之島、京セラドーム、通天閣等…大阪のランドマー

クをめぐって南港のインテックス大阪に FINISH するというお定まりのコース。

スタートラインの背後にひしめくランナーが息を詰め、喧騒が渦巻く。係員の声がスピーカから響き、”号

砲”と共に地鳴りのように無数の靴音が空気を震わす…凄まじい鼓動だ。

～～～南港大橋の勾配を過ぎれば３８㌔地点の標識が目に飛び込んでくる。「よーし、あとは這ってでも

いけるぞ」と発破をかけて己を鼓舞する。疲労が体力を蝕むなかサン

グラスを外してギャラリーいっぱいのゴールへ! しかし 5 年前(2011)と

同じ日・同じ時間の出走でありながら、22 分も遅く、前回の 3 時間 33

分には遠く及ばなかった。

今回はいつものレースと異なり息は上がらず発汗も少なく淡々と歩

を進められた。が、考えていたようなタイムは出なかった。途中で再三

足がもつれ、つんのめる(茨城弁)ことしばしば。慎重にレース配分して

も予定調和が簡単に成立する世界でないことを改めて思い知った。

PS: 優勝者 男子 ベンジャミン <日大ＯＢ・ケニア> 2.12.17

女子 坂本喜子 <四日市ウェルネス> 2.36.02

(一部読売新聞の特別号外より抜粋)
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高岡理 フル 3°31′43″ ネット 3°27′15″

金沢と同じ 3°15 分の目標タイム申告でこちらはＤゾーン。スタート地点まで 4分以

上かかったが、幸いにも前がつかえて飛ばしすぎにならずネットではフルを 3時間半を

初めて切ることができた。

3週連続で100km+フル2回の強行スケージュールで大阪マラソンの後、足の指を少し痛めたが3レース

も抽選で当たる機会は少ないと思うので良い経験となった。 大分から金沢、大阪への移動は空路を使っ

たので交通費がかかり、宿泊代を含めて出費多く、こちらの出費の方がもっと痛かった。

入会から 500 回を迎えて 竹原 絹栄

私の入会は、平成１５年１月。夫は、平成６年に引っ越して来て一人で走っていたところをスカウトされて

まもなく入会。 私は、入会の何年か前より年末の忘年会にのみ参加させていただきました。 その当時、

忘年会はカラオケ付の宴会だったりして、カラオケのお世話をしたのがきっかけで、『走ろう会でカラオケ

部を作るから入会しませんか！？』で入会を決意。いつの間にか「カラオケ部」は消滅しましたが、そんな

動機から毎日曜日に走るようになって一ヶ月も経たないうちに、付き合ってくださった今は亡き山本会長さ

んをはじめ何人かの方々に、やんわりと御幸橋まで往復させてもらえるようになっておりました。 それま

で走るなんてとんでもないと思っていた私が、すぐに走ることにはまってしまいました。

根が真面目な私は（笑）、１年の毎日曜日をほとんど休まず走り続けて…１３年７ヶ月を経て、日練５００

回を迎えました。 ３０周年記念誌には、日練参加率は７０，５％となっておりました。 参加率だけは会員

のベスト５位にランクインでした。 その他には、はなやかなレース記録など誇れるものは何一つありませ

んが、フルを４回、ハーフを１７回位とウルトラ５０・４４・４２・３５などを走って一度も途中リタイヤしなかった

ことだけが、唯一自慢できることでしょうか？ これから先も年に３回位を目標にレースエントリーをし続け

たいと願っています。 ただ、４年前より山友会にも入会し、日練参加が少し遠のきますが、細々と走る生

活を続けられたらな～と思っています。

☆ 連絡版 ２０１６．１１．５ 役員会 ☆

走ろう会結成 30 周年記念行事が終わりました。

記念誌、記念グッツ（タオル）を全会員にお渡ししています。

まだ受け取っていない方は、日練等で担当者より受け取ってください。

Ｏ 一休さんウォーク 11 月 12 日（土） 多目的広場 午前９時～

浅利依子さんに当日の役員をお願いしました

Ｏ 長距離記録会（強化部主催）

12 月 4 日、1 月 8 日、2月 12 日、3 月 5 日の予定です。

Ｏ 年末年始の行事日程が決まりました。要項は検討中。

年末長距離ランと忘年会・・ 12 月 23 日 （金・祝）

新春初詣ランと新年会・・・・・ 1 月 3 日 (火)

Ｏ 大会へ参加される方、日練時の連絡板の大会参加（予定者）一覧の用紙に記名（大会名も）ください。

Ｏ 平成 28 年度、年会費納入・・現在７７名（現在の会員数です。２７年度は８０名でした）

９月 新会員３人 （鈴木ひとみ、豊島ひろ子、田實敬幸）、再加入１名（原田豊）


