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５月２８日（日） 第１８回京田辺市陸上競技大会 （太陽が丘） 天候 晴れ 

 体協が組織を挙げて取り組む表記大会が、太陽が丘の山城総合運動公園陸上競技場（改修が進み新

装なった会場）に、大会初の 1000 人を超える選手とその家族の応援で賑やかに行われました。今回、多

分初めてだと思いますが「走ろう会」会員の選手としての参加がゼロでした。かっては 3000ｍだけでなく

100、400ｍさらに 4✕100 リレーまで会員の多くが参加してきたことを思えば隔世の感がします。老齢化が

原因でしょうか？ かって陸上競技（マラソン等）を走れた喜びを、今は役員で恩返しですね。一方で大会

を支える役員に走ろう会から１３名、走ろう会への期待は大きいものです。会員の方も審判に慣れテキパ

キ動かれていました。 

 例年より約１月早いため日差しは暑かったのですが比較的さわやかな気候でした。今やこの大会は、

小・中学生が中心ですが若い子供たちが精いっぱい走っている姿を見るのは楽しくまた励まされるもので

す。未来の京田辺を支えて欲しいなと思いました。 

 ｏ参加選手（延人数 1028名）初の千人突破 

 ＊「走ろう会」より役員１３名  以下の方にやっていただきました。 

 ｏ走ろう会より役員９名→監察員（周回記録）・・梅澤、下泉、木村明、森岡、奥村 

     競技者係・・満岡政   出発係・・河原、高岡理   スターター補助・・古野    

ｏ体協より→石橋（審判長）、岡田（受付・表彰係）   

ｏ宇治陸協より→高岡元（写真判定）、高岡三（放送係） 

 

６月４日（日） 清掃ラン 

 

 清掃ランは、いつから始まったのだろうか。 

１９８９年の第３回総会資料に清掃ウォーキン

グの言葉がある。しかし実施期日は、３月の最

終日曜日となっている。４月の花見ランに備え

て周りのゴミ拾いをしたのだろう。 

 収集したゴミの処理問題から、２００２年６月

からは市の一斉清掃日にあわせて実施するよ

うになっている。 

 今年もみんなでゴミ拾い。練習前のひと時、

心地よい汗をかいた。草刈りをしていただいた

齋藤さん、ありがとうございました。  

 

 

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/ 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 
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長距離記録会  ５月６日（日） 晴れ 気温２２．１度   

 

30ｋｍ  10ｋｍ 

横尾 祐郁 2時間 13分 01秒 森岡 進 55分 01秒 

20ｋｍ 古野 敏 57分 22秒 

瀬尾 浩司 1時間 24分 16秒 齋藤 正法 59分 03秒 

渡邉 孝司 1時間 36分 45秒 鈴木 ひとみ １時間 01分 02秒 

栢木 利和 1時間 38分 31秒 坂田 一郎 1時間 01分 04秒 

藤田 邦昭 1時間 41分 07秒 豊島 博子 1時間 01分 40秒 

田實 敬幸 1時間 46分 31秒 坪倉 修二 1時間 02分 38秒 

12ｋｍ 兼田 政章 1時間 07分 47秒 

浅利 良紀 1時間 05分 08秒 香村 久子 1時間 10分 43秒 

8ｋｍ 宮浦 裕美 1時間 10分 44秒 

古林 肇 44分 55秒 山口 譲 1時間 17分 25秒 

5ｋｍ 梅澤 宗平 1時間 18分 18秒 

竹原 絹栄 35分 00秒 秋月 康敏 1時間 18分 44秒 

岡田 陽子 39分 20秒   

坂田 敏子 40分 37秒   

前薗 俊彦 43分 35秒   

 

気温は 20 度を超え、暑くなってきました。ただ、風は心地よくカラッとした空気の中、気持ちよく

走れたのではないでしょうか。本格的に蒸し暑くなる前にしっかりと走り込んでおきましょう。 

次の記録会は、6月 11日です。（横尾） 

 

☆ 会員紹介 ☆ 

谷川 琴美 （健康ヶ丘） 

日練に誘われ、そのまま自然に入会してしまいました。走ろう会のみんながとても温かかったからだと

思います。最後に走ったのは高校生の体育の時間だったかな？というくらい何十年も走ったことはありま

せんでした。まさか私が走るなんて、想像もしていませんでした。人生はわからないものだなと思います。     

何故かみんなと走っていると「とても楽しい！」と思いました。その日以来、走るのが私の趣味の一つに加

わりました。マラソンのことは何ひとつ知りませんでした。ウルトラマラソンという言葉すら聞いたこともなか

ったくらいです。何もわからないまま、大会に誘われ、エントリーの仕方も教えてもらい、いつもとは別の所

で違った風景を見ながら走る楽しさも知りました。走るというのは一人の競技と思っていましたが、仲間が

いて、一緒に走って。それがとても嬉しいです。走る以外に、混声合唱団にも入っていて、月３回大阪まで

行っています。これもまた、仲間がいて、一緒に歌って楽しんでます。旅行も大好きで、青春１８切符でもい

ろんな所に行ってます。ハイキングや散歩も。 

 ♡ 外に出るのが好きなんです。新しい発見があってワクワクします。 

元気が取り柄の私ですが、これからもずっと皆さんと一緒に走っていきたいと思ってますので、よろしくお

願いします。 
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☆ 大会に参加して ☆ 

４月１６日（日） 第 19回 長野マラソン  

満岡冨佐子 4：55：46 （ﾈｯﾄ  4：50：47）   888位／1,078人中（女子） 

満岡 政明 4：55：46 （ﾈｯﾄ  4：49：05） 5,550位／6,413 人中（男子） 

コース上の目印となる建物など（ビッグハット、エムウェーブ、ホワイトリング、善光寺・・石畳の通り）も

わかりやすく、戸隠山、高妻山、冠雪の北アルプス、満開の桜を見ながら和太鼓、吹奏楽部、アルプホル

ン等による演奏が随所にあり、とても元気づけられる。距離表示と一緒にマラソン川柳があり、これでま

た元気づけられ、走路のボランティアの人が兜のような帽子をかぶっているのも勇ましく元気をもらえ

たような気が・・・・・。３時間から１５分ごとに５時間までペースランナーもいるし、スピードランナーには嬉し

い３年連続サブ３賞や初マラソンを完走者には特別な完走証（事前に申請）も作ってもらえる。また、大

会前にはオリジナルカレンダーも送られてくるので練習距離を記入しながら、大会への気持ちを高める

事が出来る。地元の人の応援も心がこもっていて、本当に気持ちのいい大会。 

４時起床、５時朝食。旅館のバス、大会のシャトルバスを乗り継ぎ、約１時間でスタート地点の長野運動

公園へ。トイレの列もそれほど長くなく、時間もあったので軽くアップ。スタートブロックに並んだ。スター

トを待っている間、ぽかぽかと温かいのは助かったが走るには暑すぎる気温、最高２４度位と言う事で、

約２Ｋｍごとにあるエイドにはすべて寄った。岐阜ハーフを走って足首を痛めてから、走ったのは１週間前

の１５Ｋｍと４，５日前に１０Ｋｍ程なのに、ほぼ平坦なコースだし、キロ６分１０秒位のイーブンペースで行き

たいと欲を出したのが悪かった。  

最初から、これまでの大会なら楽に感じていたキロ６分がキツイ。１キロの距離のなんと長い事！！サ

ポーターとテーピングの効果かアドレナリンのせいか走っている間、痛みはそれほど気にならなかった

し、３０Ｋｍ過ぎでよくおこす腹痛も起きなかったが、一番必要な「走ろう」という気力が湧いてこない。

何キロ地点だったかな？主人に追いつかれてからエイドでお水を取ってもらいながら助けを借りてゴ

ール。高橋尚子さんやゲストランナーの西谷さん、那須川さんのハイタッチを受けて、「完走出来て良か

った！」と、あらためて感じた。残り５分位で制限時間になったのでは。最終関門を通過してゴールして

いるのに完走にならない辛さを味わっているランナーを本当に気の毒に思った。 

精神的にも身体的にもこれまでで一番きつい大会でした。  
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４月１６日（日）第２５回津山加茂郷フルマラソン全国大会 

竹原順治 フル ４時間５７分４１秒（中間記録：２時間２６分０６秒） 

  順位：総合７６１位６０歳以上９０位（中間順位：総合９４４位６０歳以上１３１位） 

 

４年ぶりに津山加茂郷に行ってきました。このマラ

ソンは津山市加茂町の中央を流れる加茂川沿いのコ

ースで、特徴は最初の 4ｋｍで４０m 下り、加茂川を渡っ

て対岸を折り返し点まで高度差 280ｍをどんどん登っ

ていき、帰路はその逆で、どんどん下り、最後の 4ｋｍ

で４０m登るというタフなものです。 

右ひざ裏の腱の痛みがとれず、前日に鍼灸院で針

治療を受けて痛みを消して現地入りしました。このよ

うな状況なので、痛みが再発すれば棄権です。なん

とか、完走を目指してのスタートです。キロ６分３０秒~

７分ペースで慎重に進みます。加茂川の清流と桜吹雪

と村々の人々の応援を走る力に変えて、最高点の折

り返しを目指します。 

折り返し点の記録を見て、ここから下りになるので、

歩かなければ５時間が切れるという目標ができまし

た。下りは楽なはずですが、足が動きません。しかし、

いくら遅くても歩かないと自分に言い聞かせて、先

ほど登ってきた坂道を下っていきます。35ｋｍを過ぎ

ると、対岸を、あと数ｋｍのゴールに向かうランナーの列が見えます。｢僕もあと 5ｋｍほどであそこまで

行けるんだ！｣｢あそこまで行けば、ゴールのアドバルンが見えてあと 2ｋｍだ。｣というようなことを考

えながら最後の力を振り絞って、なんとか、よたよたと５時間以内でゴールできました。 

ゴールすると今度は股関節の筋が張って歩けないほどの痛みが来たのですが、幸運なことに岡山県

鍼灸師会のテントが設置されていてそこで、無料の針治療を受けて駐車場まで無事たどりつけました。 

ここから、皆生温泉まで足をのばして、名湯皆生の源泉かけ流しの湯につかって疲れを癒し、翌日、ゆ

っくりと帰ってきました。 
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   あつ！  暑い暑い 石垣島ウルトラマラソン 

                          藤井満博  記録：10h11m58s 

             
 2017.05.14 石垣島ウルトラマラソンを走って来ました。 

石垣島は梅雨入りしたとは言え、もう猛暑・酷暑 じとじとした熱風と灼熱の太陽が肌を焼きます。 

焦がします。そんな中、60 キロの石垣島ウルトラマラソンに挑んできました。 

まあ暑かったです。感想はそれしかありません。やっと完走はしました（アハ） 

島だからアップダウンはたいしたことないだろうと思っていましたがたいしたものです。アップダウン

の連続です。特に御神崎（うがんざき）半島を一周のアップダウンは厳しいものでした。 

石垣島の魅力は、空の青と海の青です。 

素晴らしいです。それしかありません。でもその青さだけで充分です。
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５月２１日（日）第 22回鯖街道ウルトラマラソン  

横尾祐郁 B コース（43キロ）  3時間 40分 26秒  ６位入賞 

鯖街道。なぜかこの響きに惹かれてしまう。それは、昨年 A コース（77 キロ、以下「本鯖コース」）を完

走し、この大会の手作り感、スタッフの方々の温かさ、そして何より、昔、若狭から塩鯖を一晩かけてこの

コースを通り、京都まで運んだという歴史に魅了されているからかもしれない。今年は 7 月に富士登山

競争（山頂コース）に出場するため、その練習も兼ねて半鯖コースにした。 

昨年は本鯖コースを走り、マラソン人生で初めて、もう走りたくないと思うほど疲労困憊。 

このコースは、特にラスト 20 キロからの約 15 キロの下り坂（下図参照）が最も怖い区間だ。アスファルト

の硬い道路に足をつく度に自分の全体重が2本の足、特に大腿部の筋肉や膝に衝撃を与える。それが 1

時間以上続く。太腿が鉛のように重くなってきて痛い。昨年はその痛さに耐えられず、一時は下り坂を

後ろ向きに歩いたほどだ。（※昨年の本鯖コースの原稿は 477 号を読んでください）あの生き地獄があ

ったため、今回は半鯖コースといえどもあの下りに耐えられる膝、太腿を作っておかねばと思い、4月か

ら坂道での練習を増やしていった。あちこちの坂道で、特に下りに力を入れて練習した。不思議なこと

に心配していた、古傷を抱える膝が全く痛くならない。これで本番でのあの下り坂は気持ちよく走れる

のではないか。昨年、半鯖コースのランナーたちが気持ちよさそうに颯爽と走っていたように私も走れ

るだろう、この時はそう思っていた。 

しかしそうは問屋が卸さなかった。レース 1週間前の日曜練習会。甘南備山での練習中、調子に乗って

下り坂を思い切り跳ぶように走っていたらその古傷の膝内側が痛み出してきた。練習後、家までのジョ

グでも激痛が走った。ショックだった。痛み出したらなかなか痛みが引かないのだ。それまでワクワクし

ていた気持ちが急に暗澹たる気持ちになってしまった。帰宅後すぐにアイシングを施し、翌日も走らず

とにかくアイシング。すると火曜日の夕方にはジョグが可能になった。よかった。水曜日からは通常通り

通勤ラン往復で 20 キロ。木曜日はスピード練習。金曜日はジョグでつなぐ。これで後は当日を迎えるだ

けだと思っていたら今度は突然左足首の外側が痛み出した。歩く時も痛む。初めての負傷箇所だ。また

またアイシングを繰り返し、かつ今回はキネシオテープで固めた。ほんとに何が起こるか分からない。  

このようなことがあったため、今回は入念に準備を施した。両膝と左足首をしっかりとキネシオテープ

でサポートした上にあまり好きではない圧迫タイツも着用し二重に補強したのだ（多少走りにくかった

が、これらのお陰なのか結局膝が痛くなることはなく最後まで走ることができた）。 

 レース当日。私は自宅隣の K さんととも 6 時 45分松井山手発直 Qバスで出発し、京都駅で地下鉄に

乗り換え今出川駅まで。今出川からは徒歩で出町柳駅近くの受付場所、賀茂大橋の下へ。B コースのラ

ンナーたち四百数十名は、そこで 8 時 30 分までに受付を済ませ、出町柳駅前で専用バスに乗り込む。  

この日、京都は 30度を超える天気予報が出ていた。8時 30分の時点で日差しは強く、気温はかなり上

昇していた。私は K さん、そして K さんのお友達のトレイルランナーM さんと一緒に乗車し、スタート地点

の梅ノ木に 9時 30分頃到着した。スタートは 10時。緊張した表情のランナーやアップをしているランナ

ーは一人もおらず、皆これからのレースを楽しもうというような面々ばかり。私は、20 位くらいに入って

14時 30分（タイム 4時間 30分）までにはゴールしたいと思っていた。昨年の記録（77キロを 8時間 30

分）と今回の距離（43 キロ）を考えるとそれくらいだと思っていた。 

 そして 10 時スタート。日差しは強いが、すぐに木陰に入る。そして緩やかな登り坂。アップもしていな

いため、息がすぐ上がる。私の前方には 20～30人ほどのランナーが走る。みんな速い。Mさんも先に行

ってしまった。先は長い。自分のペースで焦らず走る。2 キロほど行くとすぐに「京都市」の看板が目には
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いる。昨年は小浜からスタートしたため、もう京都市内に入ったのかと思うとなんとも肩透かしを食らっ

たような気がした。そしてさらに数百メートル行くと本鯖コースのランナーたちと合流する。もう彼、彼

女たちは 40 キロ近く走ってきたのだ。さすがに疲労感が滲み出ている。すでに歩いているランナーも

いる。でも分かる。すでに 800m 級の峠を一つ越えてきたのだ。一方、こちらはまだスタートしたばかり

だ。彼、彼女たちをどんどん抜いていき、まずは 6キロ地点の久多エイドを目指す。 

久多まではロードだ。私が練習してきた程度の緩い坂である。徐々に私の体も起きてきた。前方の M

さんが見えてきた。徐々に距離が縮まってきた。そして、久多エイド。まだまだ元気だ。止まることなくフ

ルマラソンと同じように水をちょっと口に含み過ぎ去った。M さんは水も取らずに通過した。そしてこの

後はトレイルだ。鯖街道一番のしんどい、つづら折りの坂を上がっていくオグロ坂峠だ。私の記憶では久

多エイドの後、すぐにつづら折りの登り坂であったが、そうではなかった。久多エイドの後、しばらく山道

を登っていった。M さんに追いつき「ファイト！」と声を掛け、笑顔で抜いてゆく。この頃私の足はかなり

軽快だった。M さんとはかなり差を広げたと思っていた。しばらく行くと 3m ほど下には小川が流れてい

る幅50cmほどのコンクリートの通路を渡らなければならなくなった。その通路上であの圧迫タイツのせ

いかバランスを何度か崩しかけた。後ろから「ゆっくり行ってください。気をつけて。」男性ランナーの声

だった。渡り終え振り向くとなんと M さんであった。いつの間に！一瞬驚いてしまった。M さんは私を抜

き去り先に行ってしまった。ここはトレイル。Mさんの得意とするところだ。私は自分のペースで先を急い

だ。 

しばらくするとついにあのつづら折りの坂にきた。ここは昨年初めて歩いたところだ。パイ生地の如

く何重にも道が行ったり来たりしている。一体、何十回往復すればいいのだろう。ただ、今年はまだ元気

だ。スタートから 7－8キロしか走っていない。本鯖コースのランナーはさすがに歩いている。走っている

のは半鯖コースのランナーたち。上を見上げると、4層ほど上に Mさんがいた。もうあんなところまで行

っていたのか。とても追いつけそうにない。だが、今年の私はほとんど足を止めずに走った。たとえスピ

ードは歩く速さよりちょっと速いくらいであっても。タイムを縮めようと思うとその数秒の積み重ねが

大事だ。1秒 1 秒が 30秒、1 分、5 分と違ってくる。私の好きな言葉、東洋大学陸上競技部のスローガン。

その 1秒を削り出せ！だ。一人また一人と抜いていったが峠の頂上はまだまだ先だ。どれくらいの時間、

距離を登ったのか全く分からない。そして、頂上まで登り切っていないのに下りに入った。私の前には誰

もおらず、私はコースを間違えたのかと不安に思い、引き返してコースを確認した。しかし、このコース以

外考えられなかった。しばらく一人旅だったが、前方に一人ポツンと立っていたハイカーのような恰好

の人が「ここまっすぐね」と言ってくれた。大会スタッフであった。ようやくここでホッとすることができ

た。コースは間違いなかった。 

八丁平に入ったのだった。自然豊かなハイキングコースなのでハイカーが多く、たくさんの応援をい

ただいた。時間は 11 時半ぐらいだったと思う。あるグループは皆さんお弁当タイムで三、四十人がコー

ス脇の木陰で和気あいあいと食事をとられていた。ああ、私も早くゆっくりしたいと思いながらのその

間を走り抜けていった。あともう一つの峠、杉峠（22 キロ地点）を越えなければならない。しかしトレイル

コースの下りは続く。私はオグロ坂峠のあと、それほど時間、距離もなく杉峠に入ったように記憶してい

たが、そうではなかった。この区間がちょっと長く感じた。恐らく早く杉峠を越え、鞍馬（30 キロ地点）に

着きたいという多少の焦りがあったのだろう。そして最後の峠、杉峠に向かう登りに入った。22 キロあ

たりで峠を越えられるということは分かっていたので、GPS ウォッチで距離を確認しながらあと＊＊キ

ロ、あと＊＊キロと思いながら走り続けた。 
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この区間でスタッフの方から「半鯖はまだ一桁よ！」と声を掛けられ、ひょっとすると入賞できるかも、

と欲が出てきた。8 位までが入賞だとは知っていたからだ。ただ、このあたりで私は足の裏に痛みを感

じるようになっていた。杉峠まではトレイル区間が長く、ゴツゴツした石の上を走るところも多い。私は

自分が持っているシューズの中でも底が一番厚いものを履いていったのだが、それでも石の衝撃が重

なり痛みを感じるようになっていた。1 足ぐらいトレイル用のシューズを持っておくべきだな。今更なが

ら後悔していた。足の裏の痛みがひどくなる前に早くロードに出たい、そう思いながらGPSウォッチを見

ると 22 キロに達していた。下りに入りやっと杉峠を越えた。そう思った。しかし更に登りが待っていた。し

ばらく走り私の時計では 23 キロで最後の登り坂は終了し下りに入った。トレイルは終了し、ゴールまでロ

ードだ。ここから 15 キロは下りだ。この区間を気持ちよく走りたい！上述のとおり、それが今回一番の

思いであった。下りに入って思い描いていたように気持ちよくどんどんスピードが出る。しかし気持ちの

よいのは初めのうちだけ。衝撃がどんどん太腿に蓄積されていく。それと膝の不安がある。こんなに下

りを飛ばしてラスト 5キロの平地は大丈夫だろうか。気持ちよさと不安が錯綜してくる。早くこの急激な

下りが終わってほしい、早く鞍馬に着きたいという思いとは裏腹にこの急激な下り坂は長い。下っても

下ってもグネグネ、グネグネ続くのだ。 

本鯖コースのランナーたちは本当につらいと思う。この区間、下りなのに極端にスピードが遅い本鯖

コースのランナーたちを何人も抜いったが、彼らは太腿の激痛に耐えていたはずだ。それに比べれば

今年の私はまだ元気だった。長い長い坂を下りやっと鞍馬（30 キロ地点）に到着。鞍馬につくと観光客

も含め人が多いためホッとする。それまで人が少ない山中を走ってきたため人恋しくなっていたのだ。

さらに 1－2 キロ行くとやっと鞍馬エイドに到着。すでにこのころ京都は 30度越えていたのではないだ

ろうか。頭から水をかけてもらい水を一口飲み、すぐに出発した。もうここからは木陰はほとんどない。

30 度ぐらいの暑い中ゴールまで走らなければならない。だから本当はエイドでもっとゆっくりして、食

料や飲み物を口に入れたかった。しかし今回は入賞がかかっている。1 秒でも早く、一人でも多く抜き去

らなければならない。観光客で賑わう地域を後に走っていくとすぐにまた人が少ない地域になってし

まう。もうこの辺りになると緩やかな下りだ。右手にはケーブルカーが見える。私もあれに乗ったら楽

だろうなあ。そんな気持ちが沸き上がってくる。 

京都産業大学近くには鴨川走友会の皆さんの私設エイドがある。昨年はフラフラの状態で、皆さんが

来ている鴨川走友会の赤い Tシャツにも気付かず倒れ込んだが、今回は水をかけていただいただけで

走り去った。本当はゆっくりと昨年のお礼をお伝えしたかったが、順位が気になり、深々と頭を下げ、あ

りがとうございましたとだけお伝えした。そして、しばらく走ると住宅街に入る。ここまで来るともう市

原エイドが近いことが分かる。昨年同様、今回も市原エイド前の交差点では赤信号であったが、座り込

まず、青に変わったらすぐに走り、市原エイドに到着。ここでなんとあの M さんに追いついたのだ。これ

で（順位は）一桁かなと思いながら走り続ける。市原から多少の登りがあるものがその後は緩やかな下

りになってくる。 

そしてついにフラットな賀茂川の河川敷へ。この先あと 5 キロだ。しんどいながらもここでも不思議

なくらい私のスピードは落ちなかった。賀茂川の川沿いでは家族連れやカップルが日曜日の午後を満

喫している。私たちランナーはボロボロになりゴールを目指す。早くゴールして楽になりたい。そう思い

ながら走り続ける。数人抜いて、ラスト 2 キロぐらいだろうか。対岸にまたまた昨年と全く同じ黄色いエ

アーアーチが立ててあった。もうゴールとは間違えない。私は先を目指し、ついに橋を渡り、ゴール側の

対岸へ移った。そして残り 3 つ橋をくぐりついにゴール！（13 時 40分） 
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やっと終わったと安堵していたら、なんと 6 位とのアナウンスが！驚きとともとてもうれしかった。冷

えたポカリスウェットがすぐに渡され一気に飲み干した。気温は 32 度ぐらいではなかったか。暑かった

ため本当にこの心遣いがうれしかった。ゴール後 5分ほどして Mさんもゴール。健闘を称え合った。予想

タイムよりずっと早かったため、これなら家には早く帰れるなあと思っていたら、15 時から表彰式との

こと。滅多にない機会なので 15時まで待つことにした。私は表彰式に間に合うよう、ゴール後にいただ

いた銭湯の無料券をもって銭湯へ。昨年はその銭湯まで 500m ほどの距離も歩きたくなかったので今

回が初めて。やはりお風呂でさっぱりするのは気持ちよい。全身、特に足はパンパンなので温めること

なく水風呂で全身を冷やした。銭湯はランナーばかりだ。同じしんどい思いをしてきたため気軽に声を

掛け合った。そして、また賀茂大橋下の会場へ戻り、15時からの表彰式に出席した。 

表彰式は一瞬で終わったがとてもうれしかった。その後、今出川駅までの歩くのだが、これがこたえ

た。行きは全く気にならなかったが、帰りは非常に遠く感じた。出町柳から京阪に乗ればよかった。来年

もし出場するならそうしよう。京都駅に着き、いつもなら自分へのご褒美としてセブンイレブンの Lサイ

ズのホットコーヒーを飲むのだが、今回は暑くて飲む気にもなれない。よって今回、入賞したのにご褒美

はなし。一般人に今回のことを話しても「すごいね」の一言で終わる。ランナーにしかこのしんどさは分

からないため、今回も書きたいだけ書きました。 

 

 

 

京都トライアスロンクラブのWebサイト http://www.ktc-kyoto.com/?paged=2 より 

 

 


