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☆ 2018年度 市民総体総合開会式 ☆ 

 ４月２９日（日）  晴れ 

 体協加盟クラブが京田辺市民を対象に行うスポーツイベントが市民総体です。走ろう会は先週の第５回

木津川ロードレース大会としてすでに終わっていますが、他の競技は今から来年の３月までに行います。 

 その体協に関係する団体が一同に会して行うのが市民総体総合開会式です。走ろう会も過去・毎回参

加してきました。当日は日練の場所を変えて、８時中央体育館前の多目的広場に集まり大御堂観音寺方

面へジョギング。９時半までに戻って体育館東側に集合、９時４５分からの行進に臨みました。走ろう会か

らは旗手・藤田耕、プラカード・豊島さんを先頭に１４名が行進に参加しました。(石橋) 

 

☆ 2018年度 第２回長距離記録会 ☆ 

 ５月６日（日） 晴れ 

連休最後の日曜日とあって参加者は少ないだろうと思っていましたが、さすが走ろう会２０名をこえる会

員が集結、さらに新入会員寺下さんと見学に見えた松本・井上さんが早速記録会へも挑戦され花を添え

ていただきました。五月晴れのさわやかな天候の下それぞれがマイペースで頑張っておられました。 

 １０ｋｍ 

松本（敏）  ４８分２３秒      豊島     ６９分５５秒 

藤田（耕）  ４９分３６秒      鈴木     ６９分５５秒 

石橋    ５０分５２秒      竹原（絹）    ７０分５０秒 

栢木    ５２分５８秒      兼田     ７５分４８秒 

井上（靖）  ５３分２８秒      梅澤     ７８分００秒 

竹原（順）  ５４分１９秒      山口     ７９分０２秒 

古野    ５９分００秒      香村     ８４分３５秒 

坪倉    ６２分１０秒      前薗      ８４分３５秒 

寺下    ６４分０４秒      岡田     ８５分５８秒 

坂田（一）  ６４分４０秒      嘉手苅    ８８分０１秒 

５ｋｍ                ６ｋｍ 

古林    ２７分５０秒      谷川     ４２分３０秒 

穂満    ３７分０３秒      宮浦     ４２分３０秒 

坂田（敏）  ４６分２０秒 

 

 

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail： is1967tk1001@kcn.jp 

HP  https://server1001.fc2-  

rentalserver.com/~ktrc/ 

 

https://server1001.fc2/
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第 19回京田辺市陸上競技大会   

５月２０日（日）太陽が丘・陸上競技場  晴れ 

 京田辺市社会体育協会の 3 大行事ともいえる陸上競技・マラソン・駅伝の各大会。過去多くの会

員の方が活躍してきました。この陸上競技大会も 3000ｍに多い時には 10名近くが挑戦してきまし

たが近年会員の参加が減少、ここ数年会員の参加はゼロ。その為以前はその日の日練を太陽が丘で

やっていましたが、昨年から関屋橋に戻しました。今年も役員だけの参加で 14 名の方に参加いた

だきました。ここ数年の役員メンバーを見て思ったことはかってはサブスリーを目指した方、１０

ｋｍ30 分台で争った方、ウルトラに挑戦された方等と栄光の過去を持った方々、今や 60～70 代。

走りを堪能した恩返しとして若い小中学生が多数を占めるこの競技会の役員をやっておられると

思います。次の世代育成の為にこの大会が果たす役割は大きいものと思います。これらの大会を通

じて全国大会で活躍する選手など多数が育っています。今や、市区町村レベルで我々が言う 3大行

事を続けている市は数少なくなりました。ぜひこの伝統の大会を支えるべく頑張りたいものです。 

 今年は会場の都合で時期が早まり快適な天候の下で熱戦が繰り広げられました。ただ京田辺市の

小中学生の参加が少ないのが気がかりでした。（京都市や宇治市が多かった） 

  会員の参加者（走ろう会から１０名、体協・宇治陸協より４名）は以下の通りです。 

下泉、坪倉、古野、満岡政、穂満、茨、梅澤、豊島、奥村、高岡理さんまた別枠での役員として石

橋、高岡元、高岡三、岡田さんが参加されました。  （報告：石橋）                     

 

☆ ６月３日（日） 清掃ラン ☆ 

 恒例とはいえ、毎度走る前の掃除、ご苦労さまでした。 

ご覧の通り、今年は、ごみが少なかったです。 

事前に草刈りをして頂いた齋藤さん、ありがとうございました。 

来年は、みんなで草刈りをすることも考えたいと思います。 

 通りすがりのランナーの方、シャッターを押していただき、ありがとうございました。 

おかげさまで、私も仲間と一緒に収まることができました。（坂田） 
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☆ 大会に参加して ☆ 

4 月 22日（日） 第 10回水都大阪１００ｋｍウルトラマラニック  

横尾祐郁  １００Ｋ  8 時間 44 分 35秒 （たぶん 3 位）／エントリー700名 

【レースまで】 

初めてのウルトラ 100キロ挑戦。一度は 100キロを走っておきたい。ただ、ウルトラに出場するには

泊まりが必須だ。唯一日帰りができるのがこの大会。渡邉さんから以前、6時 30分スタートなので始発

で松井山手駅を出ても何とか間に合うと聞いていた。また、ご近所ランナーKさんのお気に入りの大会

で、いい大会ですよと聞いていたのでウルトラを走るならこの大会しかないと考えていた。しかも完全

フラットのコース。タイムも期待できる。時期的にも夏ほど暑くはない。篠山から 7週間の準備期間も

ある。これに出なくてどうする！というくらい条件が揃っている。 

しかしである。篠山で私の右膝はかなり傷んでいた。篠山後は全く走れない、あるいは走らない日が

9 日間も続いた。これほど走らない日が続いたのはいつ以来だろうか。本当は練習を十分過ぎるほど積

んでサブ 9に挑戦したかった。練習で最低でも 1回は 50キロ以上走っておきたかった。 

実際には、そんなことは全くできなかった。100キロ走らなければならないのに思うように膝が回復

してくれない。かなり焦っていた。ジョグで少しずつ距離を伸ばしていったが、本番 3 週間前に 35 キ

ロ走ったところでまた状態はひどくなり、もう医者に診てもらうしかないと思い、松井山手駅そばのま

るやま整形外科へ行った。診断ではタナ障害。レントゲンも撮り、骨に異常はないが、膝の使い過ぎに

より膝の内側にある「タナ（滑膜ひだ）」が炎症を起こして痛みが出るというもの。私もネットで調べて

いたので恐らくそうだろうと思っていた。3 週間様子をみましょう、ということでロキソニンの湿布が

処方された。湿布で治るのか非常に疑心暗鬼だったが、もう医者を信じるしかない。処方箋の通り、毎

日 1枚、忘れずに張り替えた。当初症状にあまり変化はなかったが、2 週間を過ぎたあたりからかなり

改善してきた。つまり本番 1 週間前である。結局、長距離は上記 35 キロが一度だけで本番を迎えるこ

ととなった。 

 練習不足でもあるので、とにかく完走を目標にした。最後まで歩かず、走り切りたい。数年前に、今

はもう開催されていない「淀川ウルトラマラソン」の 70キロの部で、45キロから同じ右膝の症状が出

て 12 キロ、雨の中を歩いた。あの時のむなしさ、悔しさ、情けなさはもう味わいたくなかった。ロキ

ソニン湿布の最後の 1枚を貼り、その上にキネシオテープを貼り、さらに足への負担を軽減させるため、

好きではない圧迫タイツもはいた。100キロも走るんだからと金曜、土曜は体重のことも考えず、カー

ボローディングと称してよく食べた。ゆっくり 100 キロ、サブ⒒でいいだろうと自分では思っていた。

また、気持ちを落ち着かせるため、2年前に走り、私のマラソン人生で最もつらかった鯖街道（77キロ）

を 100キロ相当走ったのだと脳に指令を送った。そうだ、自分は 100キロ走ったと思い込むようにした

のだ。しかし、それでも心のどこかで、その時のタイムは 8時間半（8時間 28分 36秒）だ。100キロ

ならもっとかかるだろう、ともう一人の自分が呟いていた。 

【レース当日 スタートまで】 

 当初電車で行く予定だったが、梶さんが車で一緒に行きましょうと誘ってくださり、4 時 15 分に自

宅を出発。駐車場をちょっと探して時間をとったが、5時 15分ぐらいにはスタート・ゴールの大阪城に

着いていた。すでに 5 時 30 分のアーリースタートで出発するランナーたちへの注意事項を伝えるマイ

ク音声が大阪城に響いていた。主催者も言っていたのだが、100 キロを競うというより、ゆっくり 100

キロ走って完走しましょう、という大会なので、ランナーたちも非常にリラックスした雰囲気の中、悲
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壮感、不安感が漂っているランナーはほとんどいなかった。私も完走が目標なので緊張感はなく、100

キロも走るのだからアップもしなかった。しばらくすると 6 時 10 分スタートの梶さんと「お互い頑張

りましょう」と握手をして別れ、自分のスタート時間 6 時 30 分を待った。時期的に荷物を預けた後も

全く寒くない季節であるため、スタートを待つのも苦にならない。スタート時は気持ちいいくらいの気

温であった（おそらく 15度ぐらい。日中は 28－30度くらいになるとの予報であった）。 

【スタートから 55キロ当たりまで】 

 そしてスタート。恐らくキロ 5分半ぐらいのペースではなかろうか。練習のような感覚で走る。大阪

城公園内をしばらく走った後、公園の外にでる。公園の外に出たら、歩道橋や橋では必ず歩かなければ

ならず、これが往路では結構多い。まだアップにもなっていない段階でちょこちょこ歩かされる。拍子

抜けしてしまう。これから 100キロ走るぞ、と気持ちを高めているところで歩かなければならないのだ。

しかし、ここで走ってしまったら、その後、この大会には出場できなくなるのだ。往路は、淀川に出る

までに中の島公園内を 2～3キロ走る。その間に 6時 10分スタートのランナーたちとすれ違う。そこで

6 時 10分スタートのランナーはゼッケンナンバーが緑色であることが分かった（6時 30 分スタートの

ランナーは紺色）。6時 30分スタートのランナーともすれ違うのだが、やはりトップ集団は速い。よく

もまあ、あんなスピードで 100キロも走れるなあと感心しながら、私はどのトイレに入ろうかと物色し

ていた。大阪城の会場には仮設のトイレがなく、常設の一般客用のトイレしかなかった。多くのランナ

ーがスタート時間でも並んでおり、私は十分な体調ではないままスタートしていた。中の島公園内の複

数のトイレの中から比較的綺麗なトイレでしかもコースの傍にあるところを見つけておき、折り返す。

折り返し地点で 1回目のスタンプだ。チップでの計測はスタートとゴールのみ。この大会は折り返し地

点でゼッケンにスタンプが押される。まだまだ先は長い。折り返して目星を付けていたトイレに入る。

3分ほどのロスだが、全く気にならない。これから 10時間ぐらい走るのだ。コースに戻り、自分のペー

スで走っていると、それまでに追い抜いたランナーたちを再び抜いていく。歩きのコースがなくなり、

大川沿いを淀川に向かって走る。すでに陽は昇り、気温は上昇している。しかし、ここまでは木陰が多

く走りやすい。しばらく走ると視界が開け、淀川に出る（毛尾水門）。ここで初めて時計を見る。スター

トから約 1時間であった。正確には分からないが、11キロぐらいではないだろうか。そこからいよいよ

枚方まで日陰がない単調なコースが続く。私は、枚方まで 1往復して、毛尾水門に戻ってきてしばらく

行ったら 60キロにエイド（豊里大橋）があるのでそこまでは時計を見ず走ろうと考えていた。1往復目

は枚方を過ぎて樟葉までと思っていたので、とにかく樟葉のタワーマンションを目指した。しばらく走

るとタワーマンションが見えたが、どうも形が違う。近くまでくるとまだ守口だ。樟葉など先の先なの

だ。この辺りはあまり土地勘がない。自分がどのあたりを走っているのか見当もつかない。とにかく枚

方近くまで行かないと自分がどこを走っているのか分からない。ひたすら枚方を目指す。私は自分のペ

ースで走っていたが、一人、気になる女性ランナーが前方にいた。小柄でフォームが非常に安定してい

る。全くぶれない。ただ者ではないはずだ。私も同じくらいのペースでしばらく付いて走っていたが、

徐々に離されていった。悔しかったが仕方ない。この世界（マラソン）は超人、鉄人が山のようにいる。

自分はまだまだだ。人のことはどうでもよい。自分のペースで今日は走ればよいのだ。気を取り直し走

る。するとピンクのランナー、梶さんを前方に見つけた。驚かそうと後ろから肩を叩き、大声で「ファ

イトー」と声を掛けた。さすがに梶さんは「びっくりしたー！！」と相当驚かれたような表情であった。

それはそうだろう。突然肩を叩かれ大声が耳元に響いたのだから。やってしまった後、後悔してしまっ

た。梶さん、驚かせてすみませんでした。 
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単調なコースを延々と長時間走るので、少しでも足に負担をかけずに効率の良い走りをしたい。常に

フォームを意識しながら走る。肩甲骨を意識し腕を下げ過ぎない。丹田に力を入れ骨盤を安定させて立

てる。腹を出す。足ではなく、骨盤を前後にふる。などなど。このように意識して走っていると体が非

常に軽く感じていた。何か後ろから押されているような感覚があった。前方のランナーを一人また一人

と抜いていく。日差しが強く、気温が上昇しているようであったが、私は帽子をかぶり、サングラスを

していたため、日差しの強さを感じることなく、風もあったため暑さはあまり感じなかった。私はエイ

ドが大体 5 キロごとということは分かっていたので、エイドを一つの目印にして、10 キロごとに立ち

寄ることにした。ゆっくり走るつもりだったが、エイドでゆっくりするという習慣がないため、スポー

ツドリンクをいただいてすぐにコースに戻った。そうこうしている間に見慣れた枚方大橋まできた。樟

葉までもう少しある。コース上に赤いビニールテープで「折り返しマダマダ」と貼ってあった。樟葉の

タワーマンションはまだ見えてこない。成人の日の枚方ハーフマラソンと同じなら 8 キロあるはずだ。

先は長い。しばらく走るとまたビニールテープで「折り返しモウスコシ」とある。しかし折り返し地点

はなかなか来ないし、樟葉はもっと先だ。すると先頭のランナーとすれ違う。もう少しだろうという期

待をしてしまう。しばらく走ると私設エイドのような小さな給水所が目に入った。そこまで到着すると

そこが折り返し地点だった。2回目のスタンプだ（ここで 33キロぐらい）。樟葉まで行くつもりだった

ので、何か儲かったような気になり、今度は 20 キロ先の折り返し（毛尾水門）を目指す。折り返すと

向かい風だ。枚方へ向かうまで感じていた背中を押されたような感覚は単に追い風だったからだという

ことが分かった。寒い中での向かい風はつらいが、暑い中での風は気持ちいい。私はしばらく走ると梶

さんとすれ違う。私に「（膝は）大丈夫？」と声を掛けてくださった。ご自身のことはさておき、私の膝

のことを気にかけてくださったのだ。感動である。45キロあたりで一度食べ物をお腹に入れた方がよい

だろうと思い、腹も減っていなかったが、淀川新橋あたりのエイドに立ち止まり、そこにあったパン、

トマト、オレンジ、梅干しなど口に入れる。エイドのスタッフの方がこれまた元気だ。それだけでよい

大会だと思ってしまう。元気をいただき、先を急ぐ。次の鳥飼大橋近くのエイドでさっと水をとり、コ

ースに戻るとアーリースタートもしくは 70 キロの部と思われるランナーと並走した。そのランナーが

「速いですねえ。10 位ぐらいではないですか」と声を掛けてきた。私は「えっ！うそでしょう。」その

ランナー「ウルトラはよく走るんですか。」私、「今日が初めてです。あとが怖いです。」このような言葉

を交わし、先を急いだが、そこから私は順位を意識するようになった。その後、藤井さんを発見。大会

スタッフとして走路員？をされていた。 

復路では徐々に大阪市内のビル群が近づいてくる。毛馬水門の折り返しはまだまだかと思いながら走

っていると先頭のランナーとすれ違う。これで先はもう少しだと期待できる。私はすれ違うランナーを

数えるようになった。当然、6時 10分スタートの（緑色ゼッケンナンバーの）ランナーたちの数が多か

ったが、私と同じ紺色のゼッケンナンバーのランナーはそれほど多くないことに気づいた。確かに 10番

くらいかもしれない。 

【55キロから 80キロあたりまで】 

毛尾水門（55キロあたり）に到着すると 3回目のスタンプを押してもらう。よし、もう 1往復だと気

合を入れる。今度は確か、枚方大橋までのはずだ。私は Kさんから、2往復目の時に、また行かなあか

んのかと思いますよ、と聞いていたので、そう思わないように、もう 1往復で終わりだとか、1 日中走

れることに感謝だとか、野口みずきさんの、私が好きな言葉「脚が壊れるまで走りたい」でも私の脚は

まだまだ壊れていない、もっと走れるなどなどプラスの言葉を意識して 2往復目に入った。しばらくす
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ると、さっきすれ違ったランナーたちとまたすれ違うこととなった。えっ！もう折り返してきたのかこ

のランナーたちは！と思ったが、よくよく考えてみると 70 キロの部のランナーたちだったのだ。あの

小柄の女性ランナーも 70キロの部のランナーであった（後日、大会結果を調べてみると 70キロの部で

女性 1位、男女合わせても 3 位。キロ 5 分で 70キロを走っていた！さらに調べてみると昨年の大阪マ

ラソン年代別 40台後半の部 1位、昨年の鯖街道（全鯖）女性 1位の凄いランナーであった！）。 

しばらく走ると 65 キロあたりのエイド（鳥飼大橋）に到着する。するとそこに藤井さんをまたもや

発見。その時はそのエイドが何キロあたりかよく分からなかったので、藤井さんに「ここ何キロですか？」

と質問すると、コースマップを差し示してくださり、自分の位置と、枚方から戻ってきたらここが 85キ

ロ地点、つまり、ゴールまで 15キロしかないことが分かった。とにかくここまで 20キロ、また戻って

こよう。枚方まで、今度はもっと手前で折り返しだ。とにかく枚方大橋を目指そう、何か気持ちが前向

きになり、その場を後にした。そこからはひたすら枚方大橋、枚方大橋と思いながら走った。途中、圧

倒的に速い先頭ランナーとすれ違ったが、2 位のランナーとはなかなかすれ違わなかった。すれ違った

としても 6時 10分スタートのランナーであった。そして、ついに枚方大橋に到着した。エイドもある。

どこでスタンプ押してくれるんだ？と思っていたら、前方にもっと先を走っているランナーが目に入っ

た。ああ～（折り返しは）ここではなかった。もう少し先だ。枚方大橋からたったの 2キロ？ぐらい先

だと思うが、それがとても長く感じた。どこだどこだ？折り返しは？と思いながら走っていると、紺色

ゼッケンナンバーのランナーたちとすれ違い、自分が 5－6 位ぐらいだと分かった。そのすぐ後だ。一

人の女性スタッフがコース上に立っていたのは。てっきり走路員かと思っていたら、そこが折り返し地

点だった。「えっ！ここ？」私はあっけにとられ、尋ねた。スタンプを押してもらい、折り返す。いよい

よここからゴールまでワンウェイだ。もう戻ることはない。そこで、枚方大橋のエイドの手前だったと

思うが、当初、中の島公園辺りでは先頭集団にいたランナー二人が失速して私のすぐ目の前にいた。こ

れがマラソンの分からないところだ。私よりずっと速いと思っていたランナーが失速している。私は驚

きつつ、この二人を抜いたらまた順位が上がると思い、抜き去った。しかし追ってくる足音が聞こえて

いた。ここは一気に離さなければならない。付いて来られないように私は多少ペースを上げた。しばら

くすると足音は聞こえなくなっていた。私は、まずは藤井さんと会った 85 キロ地点の鳥飼大橋を目指

した。私の前方に紺色のゼッケンを発見した。次のエイドである淀川大橋（80キロあたり）だったと思

う。そのランナーはエイドに立ち寄った。私のことなど全く気付いていないだろう。しかし、私はしっ

かりとそのランナーのゼッケンを見て、確実に一人抜いたことを確認し、エイドには寄らずに通り過ぎ

た。 

【80キロからゴール、帰宅まで】 

この頃になるとかなり気温が上昇していた。喉も渇くようになっていた。熱中症にならないようスポ

ーツドリンクはこまめにとっていたが、取り過ぎたのか、お腹が多少痛くなっていた。もう水分や食べ

物は取りたくなかった。ウルトラは、80キロ過ぎてから脚が重くなる、吐き気がする等々、私にとって

は未知の世界の話をよく聞く。この後どんなことが自分の体に起きるのか心配だった。しかし、暑さは

気になる。ウルトラは体温の上昇をいかに抑えるかがカギになる、と月刊ランナーズで読んだことがあ

る。とにかく体温を下げよう。結局、エイドでは最低限の水分補給と、水を頭と体に思いっきりかけ、

びしょ濡れにする場とした。頭に水をかけているランナーはたくさんいたが、全身に水をかけているよ

うなランナーは私以外いなかった。びしょ濡れになっても次のエイドではすでに乾いているのだ。しば

らく走ると、また梶さんとすれ違う。「ええ感じちゃう？」またも私の走りに声を掛けてくださった。梶
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さんに限らず、後続のランナーから「ファイト」「ナイスラン」などと声を掛けられた。私よりもっと多

くの時間、長い距離を走らなければならないランナーたちがよく声を掛けてくださる。このあたりがフ

ルのレースとは違うところだ。みんなでゴールしようということか。私は走ることに必死でとてもその

ような余裕はなかった。 

不思議なことに相当心配していた右膝は全く痛みが出ず、全く心配していなかった左膝に違和感が生

じてきた。この数年大丈夫だった左だ。私の心配はそちらの方に移った。しかし私の走りに変化はない。

淡々と走る。そして、藤井さんがいらっしゃる鳥飼大橋エイド（85キロあたり）に着いた。コーラが目

に入る。それまでのエイドにもあったが、急に飲みたくなった。脳が疲れていたのだろう。脳は刺激を

求めていた。仕事中にコーヒーが欲しくなるのと同じだ。カフェインを欲していた。そして、レース中、

初めてコーラを飲んでみた。藤井さんとちょっと言葉を交わしてコースに戻り、少し走ると強烈なゲッ

プ。もう飲まんとこう。しかし次のエイドに行くとまた少量飲んでしまった。そうこうしている間に徐々

に大阪市内のビル群が近づいてくる。すると渡辺さんとすれ違う。かなり後方だったと思う。制限時間

内にゴール可能かちょっと気になったが、声を掛け合い先に進む。そして、毛尾水門に到着。スタンプ

を押してもらおうとするとスタッフの方が私のスタンプ数を確認し、「もう押してあるじゃないですか、

後はゴールまで行ってください」と言われ、私が「ゴールまで何キロですか。」と尋ねると、「あと 6キ

ロです。もうゴールしたようなもんです。」と。やっとここまで来た。しかもこれからは大川沿いを走る

ことになるから木陰も多い。橋や歩道で徒歩が義務付けられているところもある。私はペースを上げ、

徒歩のコースまで頑張って走ろうと思い、アーリースタート、70キロの部のランナーたちをどんどん抜

いていった。しかし、その徒歩のコースはなかなか現れない。もうゴールまであと 3－4 キロのはずだ

が、その距離がかなり長く感じる。どこだ？どこだ？コースは正しいのだろうか。前方にランナーが見

えない区間もあり、多少不安を感じながら、とにかくまっすぐ進んでいった。 

朝通った時は、この辺りはウォーキングをする人が多少いただけだったが、休日の昼下がり、この時

間帯（14時半ごろ）は、家族連れで賑わっていた。そのそばを必死になって走る。ああ、早くゴールし

て楽になりたいという気持ち、この人たちは普通の週末を過ごしている、自分もこんな休日を過ごした

い、いや自分は自分の限界に挑戦している、なんとすばらしいことかという気持ち、などなどいろいろ

な気持ちが入り混じりながらゴールを目指す。結局、徒歩コースは大阪城公園に入る手前の 1か所だけ

であった。そこを過ぎるともう大阪城が目の前。最後の給水所で「あと何キロですか」と尋ねると、「1.5

キロぐらいですよ」と。大阪城公園に入ると浅利さんがスタッフとしていらっしゃった。「あら！横尾さ

ん！」私は手を挙げ走り過ぎた。いったんゴールのそばを通り、梅林の方への登り坂を登り切ったとこ

ろに、スタッフの方が立っておられ、そこで最後のスタンプ。折り返して下っていき、ゴールが見える。

下りで勢いがついて、ペースが上がる。ゴール地点のMCが私のゼッケン番号を読み上げる。電光掲示

板で 8時間 44分台が目に入る。最後はダッシュでゴール！9時間が切れたことで久々のガッツポーズ！

やっとこの日が終わった。ぶっつけ本番にもかかわらず、予想外の好タイムだった。ゴールの瞬間は、

自己ベストを更新した時のような「やったー」という感覚であった。濡れタオルが渡され、記録証を受

け取る。この濡れタオルが嬉しい。塩をふいた顔を何度も拭いた。ゴールそばのテントではランナーに

飲み物と桜餅か柏餅が振舞われていた。私は桜餅をいただき、飲み物は、通常ならスポーツドリンクだ

が、この日は脳がカフェインを求めていたのだろうホットコーヒーを注文した。パイプ椅子に腰を下ろ

し、次から次へとゴールしてくるランナーたちをボーっと眺めながらゆっくりとコーヒーを味わってい

た。初夏を思わせるような暑さにもかかわらず、コーヒーがおいしい。脳が相当疲れていたのだろう。



 第５００号  ２０１８年（平成３０年） ６月１０日発行   

 

 8 / 8 

 

 

 

体も当然疲労困憊だ。更衣テントへ行き、ゆっくりゆっくり着替えている時、何度もため息をつき、「あ

～終わった、終わった」と何度呟いたことだろう。着替えを済ませ、会場の外（大阪城のお堀の外）へ

出るとそこは別世界。週末の日常がそこにはあった。家族連れ、カップル、観光客、老若男女たくさん

の人たちが休日の昼下がりを大阪城公園で満喫していた。そんな中、スポーツウエア姿の私は、一人足

を引きずりながら、この上もないくらいの達成感を感じながらコンビニに入っていった。ビールを飲み

たかったが、ここでいきなりアルコールを入れると胃が荒れそうだ。私はノンアルコールビールを購入

した。一人縁石に腰を下ろし、それを口にした。普段は全く思わないのに、この時ばかりはその冷えた

ノンアルコールビールが生ビールかの如くこの上なくおいしく感じた。私はとぼとぼと大阪城公園駅を

目指し歩いた。途中、最近オープンしたような目新しいおしゃれな商業施設が並び、美味しそうなお店

がたくさん目に入って、今日のご褒美は何にしようかとも思っていたが、食欲はなく横目で見ながら通

り過ぎ、大阪城公園駅にたどり着いた。電車に乗り込むも人が多い環状線は当然ながら座れない。立っ

たまま京橋で乗り換え、空いた座席を探したがないので、仕方なく立ったまま。放出でようやく座るこ

とができ、「どっこいしょ。あ～あ。」と人目も憚らず、独り言を発した。松井山手駅に着き、帰宅した

のは 17時頃であった。 

【後日談】 

自分が一体何位だったのか。この大会は順位を競う大会ではないが、やはり順位が気になる。大会ホ

ームページで後日、参加ランナーたちのタイムを確認したところ、なんと、9 秒差で 3 位であった。9

秒。エイドでの滞在時間をもっと縮めていれば・・・とも思ったが、十分満足であった。同時にやはり、

東洋大学のスローガン「その 1秒を削り出せ！」の大切さを実感したのであった。 

疲労については、感覚的にはフルマラソンの 1.5倍くらいであったが、鯖街道の時よりはマシで、レ

ース後早く練習を再開したいと思っていた。私の頭には、高山ウルトラ後の瀬尾さんの姿があった。ウ

ルトラで 3本の指に入るくらい過酷だといわれる高山ウルトラ。昨年、そのレース後、たった 1日おい

て火曜日の朝に、普通に練習していた瀬尾さんとたまたま会ったのだ。私は驚嘆した。難コース 100キ

ロを好タイムで完走してもう練習再開？！その時の強烈な印象が残っており、私も早く練習を再開した

いという気持ちがあった。しかし、太腿やハムストリングがかなり張った状態で、とても火曜日からの

再開は無理だった。ジョグなら走れると思えたのが、金曜日でそこから練習を再開した。しかし、今思

えばもっと休養をとっておくべきだった。十分回復していない状態でその日から調子に乗って練習を重

ねた。1 週間ぐらいするとハムストリングの痛みから始まって、臀部、そして最後には腰まできて、も

う歩く時も痛みが出る状態とな

ってしまった。結局また走れる

ようになったのは、このレース

の 1 か月後となってしまった。

今の状態ではサブスリーはまだ

まだだが、これから無理をせず、

徐々に距離を踏み、スピードを

上げて秋以降、夢の 2時間 40分

台に挑戦していきたい。ウルト

ラはもうしばらくは走らなくて

いいかな。 


