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新年のご挨拶  

 2018 年元旦      京田辺走ろう会 会長 石橋 伸一 

会員の皆様 新年明けましておめでとうございます。 

走ろう会も堅実な活動を続け、今年は結成 32 年目となります。ここ数年は例にもれず会員の老齢

化のもと会の変革（活動内容の大幅見直し）と対応が求められているように思います。 

 今年 5 回目を迎える木津川ロードレース大会（体市民総）は皆さんのご協力で体制は出来上がり

ました。あとは、参加選手を増やすだけです。また会結成時から続いてきた年末長距離ランと初詣

ランは参加者の減少とリーダー等の問題で継続が危ぶまれましたが、長距離ランをウルトラの会で

担当してもらうことで実施出来ました。ただ走力の格差だけはお互いが認め合うことが必要かと思

います。 

 年配者の方には健康維持、健康増進、お若いと思っておられる方には記録への挑戦とそれぞれの

目標を設定して楽しみながら走っていただきたいと思います。その為に会の方では、強化部による

長距離記録会（第一日曜）、事務局による日練参加回数の記録、イベント部による各種イベントの

実施、記録部によるランキング表の作成等を続けていきます。 

昨年の日練参加者は各回約２５～３５名（自由参加で毎週）会の盛会を示すものではないでしょ

うか？皆さんが参加しやすい会にしたいと思いますのでご意見・ご要望等あればよろしくお願いし

ます。 

2018 年新春初詣ラン  

毎年、1 月 3 日（水）石清水八幡宮へ（片道約１０ｋｍ）への初詣ランも年末長距離ランととも

に会結成時より続く伝統の行事です。 

当日は、早朝の時雨で路面は湿り、愛宕山～北山

～比叡山は積雪で真っ白、京都市内は雪雲に覆われ

堤防上の北風がその雪雲を誘っているような寒風。

ただ関屋橋上空は晴れ間。 

8 時、関屋橋には 20 数名が集まりいつもの準備体

操・新年の挨拶・昨年の日練大賞の表彰（昨年は原

田さん 52 回・100％）。8 時 30 分出発で石清水八幡

宮へと向かう。㌔ 7分 30秒位のペースでゆっくりと、

八幡宮下のトイレ前で全員が集まり人数確認、一緒

に階段を上って八幡宮へ。天候もよく多くの一般客に混じって参拝・記念写真。今回の参拝者は 16

名でした。帰りは、各自のペースで関屋橋へ戻ることに。 

なお、12 時より河原での恒例の新年会を行いました。 

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail： is1967tk1001@kcn.jp 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 

HP:http://kyotanaberc.web.fc2.com/ 
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2017.12.23    存亡の危機から救われた 「年末恒例長距離ラン」 

            写真提供 くさちゃん・高岡さん   報告 藤井満博                                      

明けましておめでとうございます。 

 年々参加者が減り続けた年末恒例長距離ランは、存亡の危機にありました。 

がしかし、2017.12.23 行われた恒例長距離ランは、多数の参加者・お出迎えランを得て、 

2017 年も実績を積み重ねることができました。素晴らしい出来事でした。 

（ｽﾀｰﾄ地点の嵐山は無風快晴）                     

（11.5 ｷﾛ地点 オムロン太陽の家）  

心配されていた参加者は、ﾘｰﾀﾞのあさりこさん・くさちゃん・前薗さんの献身的な活動により 

例年なみの参加者を得ることができました。またお天気に恵まれたのが、今年の特徴です。 

嵐山は無風快晴、気持ちのいいランができました。その後もぽかぽか陽気でした。 

また平均ﾍﾟｰｽもゆっくりと安定したﾍﾟｰｽです。 

8:01 分/km,7:36 分/km, 7:44 分/km,7:20 分/km,7:28 分/km,7:10 分/km, 7:32 分/km,7:53 分/km, 

と続いていきました。休憩は３回①７．０ｷﾛ地点、堤外児童公園②11.5 ｷﾛ地点、オムロン太陽の家③２０ｷﾛ 

地点、さくらであい館です。 

さくらであい館までくると、お出迎えﾗﾝﾅｰをいっぱいいらっしゃいます。ぺちゃくちゃとおしゃべりし

ながら、ｺﾞｰﾙの関屋橋をめざします。関屋橋では、これまた恒例のうどんでのおもてなしを受け、嬉しい

かぎりでした。ご馳走様でした。ありがとうございました。 

     20.0 ｷﾛ地点  さくらであい館 
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☆ 忘年会 ☆ 

12 月 23 日（土・祝）は、走ろう会で一番長い日です。早朝からの嵐山長距離ラン、そして忘年

会。いつものように 30 人近くの方の参加がありました。毎年会場探しで苦労しているのですが、5

年余り続いた「新店」に代わって「からく」にしました。初めての店ですが、料理は、いかがでし

たでしょうか。飲み放題はどうでしたか。部屋が狭いので、定員 27 名の制限をうけ、一部の人に

はご迷惑をお掛けしました。（ごめんなさい） 

恒例の特別賞は、坪倉さんと瀬尾さんでした。男性 19 名、女性 8 名の参加でした。来年もまた、

会場探しです。「からく」は年内で店じまいらしい。（親睦部） 

 

２０１７（平成２９年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８（平成３０年） 

☆ 新年会 ☆ 

 前年は、通り雨に会いましたが、今年は開始前に通り雪に会いました。寒い中、全員の集まりを

待ちきれずに 12時半に開会となりました。“邪鬼を屠って魂を蘇る”お屠蘇をいただき、乾杯！ 

今年もまたたくさんの差し入れをいただき、ありがとうございました。獺祭、魔王など美味しい酒

に舌鼓、ぼたん汁で温まり、燗酒に酔いしれました。『朋あり遠方より来たる』山城町の尾崎君が

久しぶりに顔を見せてくれました。（参加者 19名 報告：坂田一） 

 

 

投稿先の変更について 

走汗投稿のメールアドレスが変更になりました。 

タイトルに掲載しています is1967tk1001@kcn.jp です。 

走汗の発信元です。アドレスの変更、よろしくお願いします。 

 

記事訂正のお願い 

第４９３号（１１月号）  1頁 １２月２２日（誤） ―――＞ １０月２２日（正） 

第４９４号（１２月号）  1頁 表の中 梅澤修平（誤） ―――＞ 梅澤宗平（正） 

いずれも編集者による転記ミスでした。 

投稿いただいた原稿に誤りはありません。お詫びいたします。 

mailto:is1967tk1001@kcn.jp
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☆ 長距離記録会 ☆ 

2017 年 12 月 3 日（日）  晴れ スタート時 気温度 5.8 度 

30k  7k 

渡邉 孝司 2 時間 22 分 30 秒  高岡 理 42 分 4 秒 

20k  高岡 元章 47 分 0 秒 

横尾 祐郁 1 時間 23 分 13 秒  5k 

15k  香村 久子 35 分 10 秒 

豊島 博子 1 時間 41 分 5 秒  谷川 琴美 35 分 10 秒 

10k  穂満 利雄 35 分 19 秒 

石橋 伸一 50 分 8 秒  坂田 敏子 41 分 15 秒 

古林 肇 56 分 55 秒  4k 

栃木 静男 59 秒 32 秒  高岡 三樹子 42 分 10 秒 

兼田 政章 1 時間 3 分 41 秒  3k 

藤井 満博 1 時間 6 分 50 秒  井上 福身 25 分 20 秒 

梅澤 宗平 1 時間 6 分 55 秒    

 

☆ 大会に参加して ☆ 

１１月２３日（木・祝） 第２７回福知山マラソン 

浅利良紀  フル  ３時間５６分３８秒 （ネット３時間５５分３３秒） 

２年ぶりのフルマラソン参加でした。緊張しつつ前日から福知山に入りました。なんとしても３時間台

（サブ４）で走りきりたいという気持ちで一杯でした。スタートしてからすごく混雑して思うように走れず

下り坂にも関わらず初めの１キロが５分２５秒もかかり呆然としましたが、その後はほぼ想定通りのペー

スで走ることが出来（30キロまで）ました。 

 中間点の通過タイムは先月走った諏訪湖ハーフマラソンのゴールタイムよりも速く刻めました。３０キ

ロの通過タイムが２時間３９分程で、この時点でサブ 4 を確信したのですが、残り１２キロの走りが大変も

ったいないものとなってしまいました。３５キロ地点？のエイドで立ち止まって給水していると「あさりさ

ーん」と呼びかけながら僕の肩にタッチしていったのは知り合いの女性ランナーでした（彼女は３時間４

０分でゴールしていました）。 

 僕は呆然と見送るだけでした。又「あと３Ｋ」の表示板の横にいたお兄さんが「あと３キロだよ。ゴール

は３時間４５分ぐらいだよ！」と叫んでくれていました。手元の時計を見ると３時間３０分ジャストでした。

しかし僕にはもうほとんど余力が残っていませんでした。ラストの登り坂で５回立ち止まり、最後の右カ

ーブで転倒してしまい縁石に左肩を強く打ちつけました。 

やっとのことで起き上がりよろめきながらフィニッシュラインに到達して何とかサブ４達成できました。

僕も若くはないのであと何年サブ４ランナーでいられるかわからないが、少しでも長くその座にいられ

すっかり寒くなっての記録会。八幡市民マラソンと同日開催のためか、いつもより少なく 17

名がエントリー。渡邉さん以外は、9 時 30 分スタートの八幡市民マラソンのランナーたちが

来るまでに終了。渡邉さんは初の 30 キロ走を敢行されました。（横尾） 
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るようトレーニングを続けていきたいと考えています。いずれにしても今回は僕にとって多くのドラマ

のあった大会でした。 

横尾 祐郁  フル  2 時間 57 分 20 秒  （総合順位 91 位／5860 人、種目別（一般男子 45

～49 歳）4 位／926 人中） 

サブスリーの神は今年も福知山にいた！ 

 7 月の富士登山競走が終了して、次はいよいよフルマラソン 2時間 40分台に挑戦するつもりで 8月

は月間走行距離の自己記録となる 601 キロを達成。そして、9 月の走り込み月間では、目標 600 キロと

書きながら、自分の中では 700 キロを目指していた。”その 500m を削り出せ”（注：私の好きな東洋大学

のスローガン”その 1 秒を削り出せ”にちなんだもの）という気持ちで、起床後 5－8 キロ、通勤の往復で

約 25 キロ、合計で約 30 キロ走っていた。日々、これだけ走ると疲労も蓄積してくる。普段サプリメント

に関心はないのだが、以前から、科学的に疲労回復効果があるというイミダペプチドだけは気になっ

ていた（注：鶏の胸肉に豊富に含まれていているそうです）。たまたま新聞広告でその成分が凝縮され

たドリンクを目にして、早速、初回限定 10本 980円（通常価格 2680円）を申し込んだ。あまり期待はして

いなかったが、飲んでみると効果てき面。疲労感が軽減されるのである。それまでは疲労のため、仕事

中に体のだるさを感じていたのだが、そういうことがなくなり、帰宅ランでも爽快に走ることができる

ようになっていた。月間距離だけはどんどん蓄積されていった。 

 ただ、陸上初心者が 2 時間 40 分台に挑戦するには距離を踏むだけではダメだ。さらに一段階メンタ

ルブロックを外さなければならない。私は体を軽くするしかないと考えるようになった。昨年から糖質

（ごはん）を減らし、1キロぐらいは減っていたのだが、さらに軽くする必要がある。ロカボ（注：1日の糖質

摂取を 70g～130gに抑えるというもの）生活をし、ついに体重は中学卒業以来の最軽量 40キロ台に突

入。タニタの体重計で体脂肪 5％（ここで判明したことが、うちの体重計では 5％未満は計測できない

ということだった）。この体重で 10 月、11 月に気温が下がってくるとスピードも出てくる。以前は、無理

だと思っていた 2時間 40分台が現実味を帯びてくる。もう達成して当然だという気持ちであった。 

 9 月下旬、イミダペプチドの助けを借り 3 週間で 570 キロを走り、このままいけば 700 キロいける！

イミダペプチドも定期購入しようか考えていた頃であった。踵の外側が痛み出し、走れない状態に。ア

イシングをしたり、湿布を貼ったりしてもあまり回復しない。これは疲労骨折だろう。自分ではそう思い

込んでいた。この状態から抜け出すために花住坂の近藤整形外科へ。私の自己診断に対し、先生は、疲

労骨折ではないだろう、1 週間ほど様子をみましょうということで、いつものように、ロキソニンの湿布

を処方された。するとこのロキソニンが効きだし、日々痛みが軽減して 4－5 日で走れる状態になった。

私の悪い習性だが、よくなるとすぐたくさん走ってしまう、すぐ追い込んでしまう。徐々に負荷をかけれ

ばよいのに・・・。10月第 2日曜日の長距離記録会。足もだいぶ良くなってきたと感じ、この日は最低でも

20 キロ走ろうと思っていた。京田辺市民マラソンもあるし、スピード練習のつもりだった。スタートして、

序盤から瀬尾さん、伊藤さんと 3人でキロ 4分切るぐらいで走っていた。2キロを過ぎたあたりで二人と

の距離が開くのを感じ、私は先に行った。今日は調子がいい、このまま 4分切るぐらいのペースで 20キ

ロを走り切ろうと思っていた頃であった。3.5 キロあたりだろうか、数日前から気になっていた右足のア

キレス腱に異変が・・・。すぐに走れない状態になり、とぼとぼ徒歩で引き返した。ああ、またか。走れない

状態に戻ってしまった。しかしなんとなく、この時は休めば治るという思いであった。私の感覚は当たり、

1週間ほどで回復し、また練習を再開した。翌週 10月 8日、私は京田辺市民マラソンに備え、一人記録会

を実施。市民マラソンと同じ 10 キロを本気で走った。すると自己ベストには及ばなかったが、コースレコ
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ード 38 分 8 秒だった。これなら自己ベストを出せばひょっとすると本番では優勝できるかもしれない

（昨年の優勝タイムは 37 分 15 秒）。スピード練習に磨きをかけていた。しかし、その頃から気になってい

た、股関節から腹筋にかけての痛みがひどくなってきた。特に市民マラソンの時期は、痛くてとても全

力で走れる状態ではなかったので棄権するつもりだった（結局、台風のため中止となったのだが）。何

かピンと糸を張ったような痛みで、私はてっきり腸腰筋の痛みかと思い、練習を控えていたのだが、2

週間経っても回復しないため、今度は、松井山手駅のローソンの入っているビル 2 階にある、まるやま

整形外科で見てもらうことにした。先生の診断は腸腰筋ではなく、股関節インピンジメント。聞きなれな

い症状であるが、要するに股関節周りの軟骨が擦れて生じる痛みとのこと。結局、痛み止めの飲み薬を

処方され、多少痛みは軽減されたような気がするが、実際のところ、ほとんど変化はない。ここで私は

もう痛くても走るしかない、と決断し、今に至っている。今も痛い。十分な練習ができないと、ストレスも

たまる。ストレスがたまると余計に食べてしまう、するとせっかくあれだけ絞った体なのに体重と体脂肪

も増えていった。悪循環だ。結局この半年ぐらいで一番

重く、体脂肪の増えた状態となってしまった。 

足があまり使えない状態なら、心臓だけでも鍛えてお

きたい。私は以前から関心のあった水泳に取り組むこと

にした。私は、水泳は下手なので、呼吸が激しい。逆に言

えば心臓をとても使っていることになる。高地トレーニン

グと同じ成果が出るのではないか。ジョグと泳ぎを組み

合わせた練習を 2 週間ほど続けた。そして、福知山の前

の最後の練習となる 11 月 19 日の日曜練習会。サブスリ

ーを目指すならキロ 4 分 15 秒を楽に感じなければなら

ない。私は、15 キロをキロ 4 分で走ることにした。股関節

の痛みに堪えながら 59 分台で走ることができた。もう 1

か月ほどスピード練習をしていないのに。よく走れたもの

だ。これで私は、3 時間 10 分以内ではゴールできるだろ

うという多少の自信を得ることができた。 

レース当日。気持ちは 3 時間 10 分切ること。キロ 4 分

半で走ればよい。恐らくいけるだろう。ただし、30 キロ以

降足が持ってくれればの話である。それまで 10月以降 1度に 25キロ以上走ったのは 3回だけ。サブス

リーの自信はない。ただ、頭の片隅には 2時間 59分 59秒でもいいからサブスリーしたいという気持ち

もあった。そんな気持ちだったため、緊張感ゼロ。ランパン・ランシャツで走る勇気もなく、今回は T シャ

ツにタイツという恰好で走ることにした。T シャツといっても富士登山競走の完走者だけが着れるピン

クの T シャツだ。下手な走りはできない。また、これもプレッシャーだったのだが、自分のゼッケンが、恐

らくこれまでの福知山でもっとも若い番号、つまり速いランナーの番号であった。10085。私の解釈では

エントリー10000人中 85番目に速いタイムをもつランナー。私はレース中に自分の前を走るランナーの

ゼッケン番号で、速いランナーかどうか判断する。自分より数が多い番号なら抜いて当然、少ない番号

ならやったーといった具合だ。今回は、逆に考えると 100086 番以降のランナーには抜かれたくないと

いうことだ。 

そうした多少のプレッシャーはあったものの、そもそも十分な練習ができていないのだから、スタート
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を待つ間も気持ちの高ぶりもなく、流れに身を任せて、最後まで歩かずゴールできればいいなあとい

う気持ちであった。 

 そして 10 時 30 分スタート。小雨という天気予報であったが、快晴。太陽が照りつけ、多少暖かいぐら

いであった。天気予報では、風は北西。往路は多少向かい風だという予想だった。まずは 25 キロの折り

返しまでは抑えて走ろう。福知山で毎回、私が自分に言い聞かせていることだ。いつものようにまずは

下りだ。息が上がらない程度にスピードを出していく。あくまで自分のペースで走る。キロ 4 分 5 秒ぐら

いだったと思う。5 キロ、10 キロ走っていくと、スタート時は晴れだったのが、途中、雨が降り出したり、曇

ったりで不安定な天候になってきた。私の近くのランナーは舌打ちをして、雨に対して何か不満を口に

していた。小雨如きで小言を言っているようではダメだ。京都北部の天気は変わりやすい。また晴れて

くるだろう、私はそういう気持ちで走っていた。15キロ、20キロただただ私は 25キロの折り返し地点を

目指し自分のペースで走る。ピンクの T シャツは雨でビショビショだ。走りながら気を付けたのはフォー

ムだ。ちょっとペースが落ちてきたときにはフォームを立て直す。今回のフォームは軸をぶらさないアフ

リカの女子選手のフォーム（特に腕の振り）を意識した。姿勢をまっすぐに保ち、体を腕で包み込むよう

な走りだ。肘はしっかり後ろに引く。そうすることで自然に骨盤から足が出る走りとなり、ピッチが回復

する。その繰り返しでペースを維持していった。水泳の成果なのか、息が上がらない。非常に落ち着いた

走りをしていた。淡々と走っていると徐々に同じペースで走っていたランナーより先に走っていた。20

キロあたりから、右膝が痛み出してきた。いつも疲労が蓄積してくると痛み出すところだ。ひどくなると

1－2 キロでもう走れない状態になってしまう。私は右足をちょっと引きずるようなフォームでもうこれ

以上痛くならないでくれーと思いながら、25 キロの折り返しに到達した。今の状態を続けると歩かざる

を得なくなる。何か対策が必要だ。私は、着地や膝の角度を変えて走ってみた。多少痛みが和らいでき

た。しばらくすると痛みがあまり気にならなくなっていた。ここから気持ちの上では折り返し地点からペ

ースを上げたつもりだった（タイムはほとんど変わっていなかったのだが）。膝は痛かったが、足はまだ

重くはなかった。しかし、この25キロから30キロの間で強烈な向かい風と冷たい雨に見舞われた。風雨

はなかなか止まない。このままだと低体温症になるのではと思うくらい体が冷えきった。2 キロぐらい

の間だったかと思う。この冷たい雨で体はカチカチに固まり、手足が十分に動かなくなっていた。私は

フォームを意識し、足は骨盤から出すよう心掛けた。スピードはもう出なくなっていたが、追い風だった

からか、何とか大きく崩れることなくペースを維持した。30 キロ地点で、電光掲示板を見ると 2 時間 4

分台。昨年より 2 分ほど遅かったが、上出来だ。サブスリーも可能なタイム。私は前を走るランナーを目

標に、一人また一人と抜いていった（後でタイムを見ると 30キロ以降、ほんの少しであるが、5キロごと

のラップはよくなっていた）。小柄で緑のランパンラインシャツ姿のランナーが勢いよく私の横を通り過

ぎていったのだが、そのランナー以外には抜かれていないと思う。35 キロの電光掲示版で 2 時間 25

分台を確認。まだサブスリー可能なタイムだ。ただ、この頃は体は冷え切って固まっているし、足も重く

なってきて、いつあの膝の痛みが再発するのかという不安もいっぱいだった。あと 7 キロは長い。足は

重いながらもフォームを意識し、前へ進む。するとあの緑のランパン、ランシャツ姿のランナーが失速し

ていた。また、私の前を走っていた身長 180 センチ超、ゆったりした非常に美しいフォームのランナーも

失速していた。最近読んだ本に、マラソンは車と同じだ、一定のスピードで走った方が最も燃費がよいと

書いてあったことを思い出した。私は、今日は飛ばさず淡々と走ってきた。しかもコースもよくわかった

福知山だ。最後までいけるのでは、そう思いながら 40キロ地点で 2時間 47分台。あと約 2.2キロ。やっ

とここまできた。キロ 5 分で走ってもサブスリーだ。膝はまだ不安要素であったが、もうやるしかない。
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そしてついにあの最後の坂に向かう曲がり角が見えてきた。あの曲がり角から約 1.2 キロ。足は重い。ス

ピードは上がらない。ただ、呼吸は苦しくない。過去の福知山のオールスポーツの写真では、私は川内優

輝も真っ青ぐらいの物凄い形相でこの坂を上がっていた。しかし今回の写真を見ると表情はあまり崩

れることなく、走っている。あと 1 キロの表示板を通過し、あの陸橋が見えてきた。なかなか近づいて来

ない。最後の力を振り絞り走る。ここで一人のランナーに抜かれてしまったが、追いかける力も残ってい

なかった（女性 3 位のランナーだった）。ただただ、自分のペースで走り、ついに最後のコーナーを曲が

り、電光掲示板の2時間57分台のタイムが目に入った。最後はダッシュすることが多いが今回はその力

も残っておらずゴール。ゴールの瞬間の気持ちとしては、やったーというより、やっと終わった、なんと

かサブスリーできた、というホッとした気持ちだった。いつものように紙コップの水をもらい、チップを

外し、記録証を受け取る。そして、私が福知山で一番うれいしい瞬間が完走 Tシャツを受け取る時だ。両

脇に並んだ高校生と思われる 20 名ぐらいのスタッフ全員が私一人に向かって、笑顔で拍手しながら

「おめでとうございます」「お疲れさまでした」と言ってくれる。昨年は自己ベストを出したこともあって、

この瞬間にこみ上げてくるものがあったが、今回はそこまではなかったが、やはり嬉しかった。42 キロ

走り終えると、様々な雑念、妄念、ストレス等々すべてから解放され、気持ちがピュアな状態になり、すべ

てのことに感謝の気持ちが湧いてくる。今回もそんな状態だった。大会スタッフの皆さん、福知山の皆

さん、すべての人たちに感謝であった。 

               

2017 年 12 月 3 日（日）  2017 八幡市民マラソン 

泉 弘  １０ｋｍ  1 時間 08 分 55 秒  365/475 人 

1年6か月ぶりのレースに参加してきました。本当は皆さんの顔が見れるハーフの折り返しまで行きた

かったのですが、今の自分には無理とわかってました。 

申し込みは 9 月の初旬。まだこの頃は膝の痛みで苦しんでいる時、目標がなければ頑張りが効かな

いと思って、スタートラインに立てなくてもいいから、エントリーだけはと思って１０ｋｍに申し込んだ。 

9月は例年走り込み月間。皆さんは頑張って走っておられましたが、僕はほとんど走れず、皆さんに無

理はダメ、無理したらアカンの声を大事にしてゆっくり走っておられる女性の後を走る日練。歩きから

1.5k 折り返し、次は 2.5k の折り返しと、少しずつ距離を延ばしていくとができるように。10 月には 5K ま

で行けたのが嬉しかった。帰りは歩いたものの自信にもなった。 

11月 23日には、わかさ生活の第 1回京都ふれあいブラインドマラソンの大会に３ｋｍの伴走で、ブーチ

ンこと（子供頃から少し太目で、そう言われていたと本人が）大槻和美と一緒に走ることができ、タイム

も本人は出来すぎと喜んでくれました。僕もゆっくりだと 10kmだから完走できると思い、スタートライン

に立ちました。皆さんに応援がもらえるようスタート前に会場をサンタさんの衣装で歩いてまわってア

ピール。本番のそのままの格好で走りました。途中“サンタさん頑張れ”の声に元気をもらい、完走できま

した。それも一歩も歩かずに。 

いつも仲間や同級生には大会に出最後尾になったら走りを止めると言ってきたので、もしかしたら今

回が最後のレースにと不安もありました。が、結果は予想外でしたのでまだ走れることになりました。タ

イムはワースト記録ですが、サブスリーした時より嬉しいです。もう少し皆さんの後ろを走らせて下さ

い。 
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１２月１０日（日）  奈良マラソン 2017 

梶 正人  フル  ３：５６：５４ （ネット：３：５３：２４） 総合順位：2099 位 男子 50 台 492 位 

奈良県人ですが、初めて奈良マラソンに出場しました。毎

回エントリーを忘れてしまうのです。 

ちなみに今回のゼッケン番号は 794、鳴くよウグイス平安

京…ここ奈良なんですけど…710番がよかったな～ 

淀川、福知山に続いて 5週間で 3回フルのフィナーレの出

場で前日はゴルフという厳しい状況でしたが、恐れていた

ほど体調は悪くなく、序盤の混み混みを抜けると徐々にスピ

ードに乗ってきました。 

今回はあんまり時計を見ずに自分の身体と相談しながら

走りました。前半は無事に乗り切りましたが 25キロ過ぎの天

理教本部あたりで最近癖になりつつある右足裏の痛みに耐

えられなくなってロキソニンを服用しましたが、その後も沿

道の声援に助けられながら粘っていました。 

このままいけば 3:45 を切れそうという感じでしたが、39

キロを過ぎたところで右脚の内転筋が攣って動けなくなり

ました。こういう時派手な格好をしているとより目立って恥ずかしいものですね…。それでも最後まで

走り切って 4時間を切ることができました。 

自分の中ではサブ4なら一応目標達成なのですが、今回の奈良マラソンで28回目のフルマラソン完

走でちょうど半分の 14回でサブ 4を達成しました。 

今シーズンのフルはあと木津川と京都の 2 回。この 2 回ともサブ 4 を達成して過半数になるようが

んばります！ 

 

◆「古稀を迎えて、フル完走７０・７１回目無事完走」  古野敏 

年男の３６歳で始めたフルマラソンは定年退職時（還暦）に完走５０回。次の古稀は年の数と同じ７０回

達成で迎えるのが夢であった。 

しかし、４年前の篠山でのアクシデントにより夢は潰えた。だがマラソンへの思いは捨て切れず、一縷

の望みを胸にウオーキングとリハビリランに取り組んだ。そのおかげで９ケ月後にはハーフを、１年８ケ

月後にはフルを走れるようになった。走りのスタイルも変わった。記録も順位もこだわらない「制限時間

内の無事完走」、名付けて「セブン・ファイブ・ファンラン」。キロ７分ペースで５時間以内にゴールできたら

いい。 

最初の大阪マラソン２０１５（記録４：５５：５５）は生涯忘れられない大会となった。 

今シーズンも２回完走出来て、走れる喜びと大会スタッフの皆様に感謝しています。 

 ○ 大阪マラソン（１１/２６） 

      記録 ４：５７：１６ （ネットタイム ４：４６：５６） 

 ○ 奈良マラソン（１２/１０） 

   記録 ４：４６：５０ （ネットタイム ４：４１：３３） 
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１２月１０日（日）2017 ホノルルマラソン フル  

髙岡 三樹子 ６時間１８分４７秒 

“一生に一度はホノルルマラソン”を目標にかかげ、１５年余りマラソンツワー料金の高さにびっく

りして足踏み状態で８年あまり、そこに現れた女神である竹原ご夫妻のお誘いを受け、ホノルルマラソ

ンに挑戦決定、でも今年は 10 月末にパッチワーク展、その作品完成のために 9 月の走り込み月間はた

ったの 20 ㎞、11 月に入りさぁー練習と思った途端に右ひざを痛め、完全に練習不足でホノルル入り・・・ 

土曜日の昼にハワイに到着して翌日がマラソン大会当日、朝５時スタートなので３時に起床して４時に

ホテル出発の予定で就寝、しかし目覚めるとなんと４時！！ごめんなさい！慌てて着替えてダイニング

に行くとテーブルの上には朝ごはん、感激！感激！でいただいていざ出陣。ホテルからスタート地点ま

で近いということでアップのつもりで走っていく。でも人・人・人でなかなか前に行けずうろうろして

いる間にスタートの時間となった。 

真っ暗な中、スタートの花火に後押しされてやっとスタート！陽が昇り、だんだん明るくなっていく

中でのランは気持ちが良い。ダイヤモンドヘッドも見えてくる。ホノルルマラソンは日本人は多いが乳

母車に子供を乗せて走っているランナーはやはり外人、これにはびっくり！スケートの真央ちゃんとも

すれ違ったり、サプリ、痛み止めやチョコを食べたりして

周りを見ながら楽しんで走っているとあまり膝も痛まな

かったが、さすがに 30km を過ぎると疲れも出てきた。陽

も昇って暑くなるころに霧雨が降ってきたが、雨が止むと

空には虹がかかり、すこし涼しくなって走りやすい。ゴー

ルが近くなると、周りも歩いているので自分もついつい歩

きが多くなるけど、フィニッシュラインが見えて断然元気

が戻り、最後はスピード上げてゴール！うれしかった。時

計を持って走らないので１キロごとの距離表示や 10km

ごとに時間表示もあり、気楽に走れて助かりました。 

髙岡 元章 ６時間２分３３秒 

寝坊でスタート位置が後ろになり、スタートから数キロまでは前がつかえて走れない。走るリズムに乗

れない。やはりホノルルは楽しく完走に限る。夜明け前のクリスマスのネオン飾り、ダイヤモンドヘッ

ドに向かっての美しい海岸線、そして雨上がりの虹を見ながら楽しく走るも、さすがに 30km を過ぎて

からは周囲につられて歩く時間が多くなってしまった。あと 4km でゴールというところで後方から何

やら騒がしい声が・・・「お兄さん、歩かないで一緒に走ろう！」なんとあの高橋尚子さんが周囲のラ

ンナーを鼓舞するように声をかけて走ってきた。Ｑちゃんに声をかけられて走らないわけにはいかない。

すると重かった足が不思議に動き出した。 

「坂は気のせい！上を向かないで、目線は下！顎を引いて！」 

「足は疲れていても手は動く！腕を振れば前に進める！」 

「40 キロまで来たよ！我慢！我慢！その調子！」「前方カメラ！スマイル！スマイル！」 

声をかけられた 38ｋm からゴールまでＱちゃんのすぐ横でエネルギッシュな応援歌を聞きながらフ

ィニッシュできたことはホノルルの最高の思い出になりました。もう少し早くＱちゃんが来てくれたら

6 時間超えは阻止できたかもしれないが・・・ 

レースで終盤、スピードが落ちて歩きたくなったらこれからもＱちゃんの応援歌を思い出して走りたい。 
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１２月１０日（日）ホノルルマラソン フル （完走人員 20351 人） 

竹原 順治 ５時間１４分５４秒(5741 位)  

竹原 絹栄 ６時間２１分４０秒(11099 位) 

１０年ぶり３度目のホノルルマラソンを高岡ご夫妻と楽しんできました。参加者２万人というビッグ

な大会なので、スタートのピストルの音は聞こえず、まだ真っ暗な早朝５時の空に打ち上がる花火がス

タートしたことを知らせてくれる。しかし、走り出す気配は全くなし。１０年前だと人をかき分けて前

進し、数分で自分のペースに持ち込んだものだが、今回はその元気がなく、走り始めるより花火を楽し

むランナーの仲間入りだった。そんなこんなでスタートライン通過に約１５分要した。 

その後も混雑で、歩いたり走ったりの状態が続く。５ｋｍ前後でやっと走れるようになってきた時、

後ろから家内に声をかけられてビックリ。追い越していった僕に気づき、声をかけたとのこと。その後

も結構がんばってしんどいのだけれど、ゆっくり走行から抜け出せない。例えば、１０ｋｍ過ぎ、前に

一塊の集団が見える。その中心にペースランナーとおぼしき風船を掲げた人がいる。追いついて何時間

のランナーか確認したいのだが中々、距離が縮まらない。４時間ランナーかな？いや、今までのペース

を考えると４時間半かな？やっと追いつけば、なんと５時間のペースランナーだった。 

目標は４時間～４時間半だったので、あまりに遅すぎる。軽く抜き去っていかねばならないと思うが、

並走がやっと。１５～１６ｋｍあたりでダイヤモンドヘッドの裾を回り込んで両側に住宅が立ち並ぶ一

直線の下り坂があり、延々と続く先行ランナーの列が視野に入るが、その時気づいた。これまでの２回

のこの景色は夜明け前の街灯の明かりが目立つ印象であったが、今回はすっかり明るい朝になっていた。

いかに遅いペースであるか改めて気づくが、ペースはまったくあがらず、上がるのは息だけの状態。 

高速道路に入って一路折り返しに向かって進む。前方に近江富士のような印象的な山が見えてくれば

その麓が折返しの高級住宅街ハワイカイという町だ。余談になるが、この山はココヘッドといって、今

回滞在中に知って登り、山頂からの景観のすばらしさに心打たれたところです。 

高速道路からハワイカイの街を一周して再び高速

道路に戻って後続ランナーとすれ違うことになる。

ここで、高岡ご夫妻や家内とハイタッチですれ違え

ると思って、中央車線よりを走ってすれ違う後続ラ

ンナーに目を配るが、結局会えず。 

ハワイカイ一周約３０分だったので、我々４人は

この中間地点で３０分以内にいることになるので、

ゴールは倍の１時間程度の範囲内という計算ができ

た。結果はこの予測通り１時間余りの間で４人とも

無事、完走できました。 

 

 

 

 

 

 

 


