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☆ 長距離記録会 ☆ 

2017年 1１月５日（日）  晴れ  スタート時 気温度 9.7 度 

いよいよマラソンシーズン突入。気持ちの良い肌寒さの中、18 名が木津川サイクリングロードを駆け抜

けました。（横尾） 

 

10ｋｍ ２５ｋｍ 

石橋 伸一 49分 06秒 横尾 祐郁 1時間 47分 42秒 

浅利 良紀 49分 32秒 ２０ｋｍ 

森岡 進 56分 20秒 満岡 佐武郎 1時間 2７分 26秒 

齋藤 正法 58分 19秒 藤田 邦昭 1時間 39分 25秒 

西本 明 58分 49秒 １２ｋｍ 

坪倉 修二 1時間 00分 30秒 藤田 耕平 1時間 01分 30秒 

兼田 政章 1時間 03分 04秒 ７ｋｍ 

越本 彰 1時間 04分 35秒 前薗 俊彦 57分 15秒 

豊島 博子 1時間 09分 10秒 ６ｋｍ 

梅澤 修平 1時間 09分 40秒 秋月 康敏 47分 20秒 

竹原 絹栄 1時間 13分 33秒 ５ｋｍ 

  古林 肇 30分 00秒 

 

年末長距離ランについて                              （ウルトラの会） 

年末恒例の長距離ラン、嵐山から関屋橋３０ｋｍを下記のとおり実施いたします。 

嵐山 9時 30分頃出発し、途中「太陽の家」で休憩、関屋橋には 13 時 30分頃に帰る予定です。 

途中、２０Ｋｍポイントの八幡市駅からバスの経路も可能です。  「ゆっくり・楽しく」走りますので、

ぜひご参加下さい。 

 開催日： 平成２９年１２月２３日（祝・土）雨天の場合は中止 

集 合： 近鉄新田辺駅 ７時４５分 直Ｑバスご利用の方は直接ＪＲへ。 

経路等： 近鉄新田辺 7：56（京都行き）→8：30 京都駅 8：41→8：57ＪＲ嵯峨嵐山→軽くジョギン

グで渡月橋を 9：30スタート。関屋橋到着は、13：30～14：00の予定。 

   （八幡市駅の京阪バス乗場12時22分発と13時22分発の京田辺市役所行・健康村下車、

運賃 380円、所要時間 約 30分に乗車可能です） 

持ち物： お金（小銭・交通費：新田辺から京都駅 400 円、ＪＲ京都駅からＪＲ嵯峨嵐山駅 240

円）、補食、給水用飲物、その他必要なもの。 

 

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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☆ 大会に参加して ☆ 

11月 5日（日） 第 48回 2017 ニューヨークマラソン 

満岡冨佐子  5:00:50 35,884 位／5,0647 人中 (女子 65-69) 36位／155人中 

満岡 政明  5:00:50 35,885 位／5,0647人中 (男子 65-69)197位／434 人中 

やはり、何んと言っても沿道の応援が嬉しい楽しい大会です。 

４時起床、５時半ホテルを出発。６時半にはスタート地点に到着。オレンジ、グリーン、ブルーの３つのコ

ーラルから４つのウェーブに分けてスタートしますが、私達はブルーのコーラルから第４ウェーブの出発

です。出発までの４時間半ホットコーヒーを飲んだり、ベーグルを食べたり行きかう人をぼんやり観察し

たり、セラピードッグと触れ合うコーナーに立ち寄ったりして過ごしました。 

降水確率７０％位だったかな？それでもスタートするまでの待ち時間に降られなかったので良かった。

走り始めてしばらくすると霧雨が振出し、ゴールするまでほぼ絶え間なく降っていたが、現地の人の日

本語での「がんばれ！！」と言う沿道の声援も嬉しくそれほど気にならなかった。ただ只管、主人の後

ろ姿を見ながら一緒にゴールする事を願いながらのランだったが、さすがに２４マイル位から急に疲れ

が出て後ろ姿をとらえることも出来なくなってしまったが、ゴール付近で待ってくれていたので一緒に

ゴールできた。 

 

11月 19 日（日） 2017川崎国際多摩川ハーフマラソン 

満岡冨佐子 2：17：21（ﾈｯﾄ 2：15：40） 361 位／ 624 人中 

満岡 政明 2：17：20（ﾈｯﾄ 2：15：39）2,525 位／3,061 人中 

Ｊ１リーグの川崎フロンターレのホームスタジアムである川崎市等々力陸上競技場をスタート、フィニ

ッシュ。その殆どが多摩川の河川敷をを走るコース。ファミリーファンラン１ｋｍ、３ｋｍ、１０ｋｍ、ハーフの部

があり参加人数約４０００人にしては狭いコースで、砂を多く敷いているのと２～３ｃｍの石ころが所々に

あり、走りにくいし、石を踏んで何回もすべったりで、走力の無い私にはとても走り難いコースでした。特

に今回の大会に向けて体調が悪く、練習も出来て無かったので完走出来たらいいかな。くらいの意識

で臨んでいたので主人とも最初は一緒に走っていたのに、途中で見失ってから、ますます「どうでもい

いや。」と思うようになって周りのペースに流されるようにたらたらと走っていました。  

ところが、ゴールまであと僅かと言うスタジアムの入り口のところで思いがけず、主人が待ってくれ

ていたので最後は元気にフィニッシュする事が出来ました。  
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11月 23 日（木・祝） 第２７回福知山マラソン 曇り時々雨と風 

 藤田邦昭 登録フル 3：55：52 ネット 3：56：53 グロス 

１０月２９日２０１７金沢マラソンは台風の余波もあったが、二ューシューズと足親指の爪が伸びシュ―ズ

に合わずに散々な走りなった。タイムも４：３８：08 で不完全燃焼のレースでした。それだけに福知山はサ

ブフォーで雪辱する強い思いで臨みました。 

当日は時にミゾレ交じりの小雨が断続的に降りトイレも計４回で、サブフォー達成に３０㎞で２：４６：２６

で余り貯金はない。この時約２週前長崎のウルトラ１００Km 完走したばかりの娘が追い上げてきて、お父

さんと、声をかけられた。娘はウルトラの疲れもあるし完走だけが目標のようだが父として簡単に後塵

を排する訳にいきませんが、サブフォ―ペースを維持する事に集中した。 

そしてラスト１㎞福知山名物登りの急坂にかかった時、ペースランナーのリーダーが残り９分あるから

歩かず走り切れと檄が飛んだ。そして橋が見えて目標達成に安堵したが、娘もほぼ同じタイムでゴー

ル、１００㎞完走して２週と少しでサブフォーは良く頑張った。この粘りで今度はフルで自己ベスト３：２８分

切りを狙って欲しい・・笑・・親バカ？です。私は加古川か泉州でシーズンべストが出ればよいのですが。 

第１回福知山マラソンは１９９１年で走ろう会から大勢で参加した事が、つい昨日の様に思い出され、帰

りはマラソン列車が宴会に代わり、気が付けば京都駅でした。お亡くなりになった会員様もあり、時の移

ろいを感じた福知山でしたが、沿道の応援は今も変わらない熱いものがあります。 

 古林肇  フル  4時間 07 分 09秒 (Net) 

錦秋の丹波路は時雨模様となった。朝方の霧が晴れたかと

思いきや一転して時雨と青空と曇天が交互にやって来た。 

目まぐるしく変化するお天気にランナーも関係者も戸惑い

気味、濡れそぼって気にそまない足取りとなった。 

今年は恒例の開催日(11/23)が神戸と大阪の都市型マラソ

ンに挟まれたため例年になく参加者が少なく、定員(1 万人)

割れで約８５００人がスタートラインに立った。 

大会で特徴的だったのは4、5人の裸足のランナーをめっけ

たこと。 

府立大江高校の吹奏楽部のバンド演奏が背中を押してくれ

たこと。 

公務員ランナー川内氏の 2 人の弟君!?が走ったこと。 

さて、私は今年の京都マラソン(2 月)以降、両足に違和感を

覚え半年近く満足に練習せずレースに挑んだ。 

・・・どうやらケガは 3 カ月間休みなしで走り続けたことが要因

のようだった。 

今更のように休走日の大切さを身をもって知る結果になった。 

あの金メダリストの野口みずきが、いみじくも言った「走った距離は裏切らない」はもう美談にできな

い。 
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１１月１２日（日） おかやまマラソン２０１７ 

瀬尾浩司 フル 2時間 54分 16 秒（グロス） 

「おかやま」は中学高校時代を過ごした思い出の地。おととしこの

大会が創設された時からいつか走ってみたいと思っていました。今

年運よく当選し、同じ 11 月開催の神戸・大阪ともに落選したので迷わ

ず参加を決めました。 

なかなか良い条件の宿が見つからず困っていたところ、いまも岡

山県内に住む旧友の T 君が「うちに泊まったら」と言ってくれたので

お言葉に甘えることにしました。 

前日受付を済ませ、岡山駅から電車で 30 分ほど揺られて T 君宅

へ。T君の奥様がレース前は何を食べたら良いか事前によく調べてく

れていて、パスタやうなぎなど豪華なスタミナ食でもてなしてくれ

ました。さらにレース当日の朝食にはうどん、もち 3 個、バナナにオレ

ンジジュースなどたくさん用意してくれていて、ふだんレース前はあ

まり食べないのですが、せっかくなのですべて平らげて腹ごしらえ

をすませました。その後、車で会場近くまで送り届けてもらい、整列

位置は前から 3 列目と好位置を確保。かなり気持ちに余裕を持ってスタートを迎えることとなりました。 

初サブスリーを達成した「しまだ大井川」から中 2 週間。今回の目標はサブスリーを連発して前回の

走りがまぐれではなかったことを確認することです。「しまだ大井川」では台風 22号接近による悪天候

に苦しめられましたが、今回は気温 10 度前後、曇り、風も弱く、マラソンにはうってつけの気象条件でし

た。 

スタート直後から体はよく動き、キロ 4 分 7 秒ぐらいで岡山市の中心部を淡々と進んでいきます。20

年ぶりにランナーとして駆け抜ける岡山の街並みはまた違った見え方で新鮮でした。市街地を抜け国

道 30 号を南進すると田園地帯が広がりやや退屈な景色となりますが、さすが 1 万 5 千人規模の大会

とあって沿道の応援が多く、とても力になります。 

18 キロ付近で折り返し、中間点を越えても前回より脚に余

裕があり、そのままペースの落ち込みがないまま 30 キロ地

点を通過。30 キロ過ぎのコース最大の難所である岡南大橋

のアップダウンを越えてからは足裏に痛みを感じ徐々にペー

スも落ちてきましたが、ちょうど良いペースで走るグループ

に付かせてもらい、最後までサブスリーペースのキロ 4 分 15

秒を割り込むことなくゴール会場のシティライトスタジアムに

戻って来ました。 

タイムは全く意識せず失速しないよう丁寧に走り続けただ

けでしたが、自分でも驚きの 2 時間 54 分台が出て記録には

非常に満足しています。 

ゴールでは T 君家族が待っていてくれて結果を一緒に喜

んでくれました。自己記録更新で今回のサポートに対する恩

返しが出来たのでとても良かったです。 
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１１月１９日（日） 第７回神戸マラソン 

高岡 元章 フル ５時間５２分４０秒  ネット５時間４７分５５秒 

 レース１週間前に右足首に軽い捻挫をして練習不足のままレースに臨んだが淡路大橋の折り返しまで

の強い向かい風に加え、捻挫の影響と思われる股関節に痛みが出て後半は走ったり歩いたりでキロ９

分までペースが落ちた。アキレス腱を切った後に走ったフル５時間３０分のワースト記録を更新した。ただ

コースは風は強いが景色も良く、途切れのない沿道からの応援、特に終盤の黄色の服を着た圧倒的な

数のスタッフに励まされ、なんとか４２キロを完走（完歩？）できた。 

高岡 理  フル ３時間５２分４６秒  ネット３時間５２分１２秒 

 予定していた９月の丹後マラソン１００ｋｍは台風で中止、１０月にエントリーしていた金沢マラソンも仕

事の都合で欠場し神戸が今年の初レース。サブスリー申請のＡゾーンからのスタートは分かっているの

だが周囲について行くと今の練習不足のコンデションではどうしてもオーバーペースになり後半は予

想していたが失速し、エイドステーションを温めることとなった。自己記録を出すにはやはり昨年のよう

に９月の走り込み月間で２００キロ以上は走る必要はありそう。 

 

１１月２６日（日） 大阪マラソン 2017 

髙岡 理   ３時間５５分４２秒 ネット３時間５４分４２秒 

 神戸マラソンから一週間。申請はサブスリーでも大阪はＢゾーンからのスタート。神戸の疲れは感じな

かったがいつものアミノバイタル（前日、レース前、レース中、レース後の４本）のガブ飲みで前半をキロ

５分を切るペースで乗り切ったが後半は予想通りのペースダウンとなり、神戸とほぼ同じタイムとなっ

た。疲れた！！ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 年末年始のお知らせ ～ 

 

12月 31日（日）の日練は中止 

 

2018年 1月 3日（水）は例年通り 

日練大賞の表彰 

初詣ラン 

新年会 
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11月 5日（日）  大阪淀川市民マラソン 

梶正人 フル グロス ４：６：１９ ネット ４：４：５９ 

順位：男子の部 1111位/5186名 総合 1177位 

毎年出場しているシーズン最初のフルです。 

今年は春からアップダウンの激しいコースを走ったりトレラン大会に出たりして筋力アップとスタミナ

アップを計ってきましたが、その成果があったのかどうかわかるとあって密かに自分に期待していまし

た。 

毎年と同様高めの温度のコンディションで走り出しましたが、本”ボーントゥラン”に影響されて地下足

袋で走っていた頃に痛めた足の裏が痛み出し１５キロ位で鎮痛剤の世話になりました。 

その後脚が張ってきて３０キロ過ぎから攣りそうになり、残り５キロで心が折れてサブ４をあきらめて

しまいました。 

シーズン最初のレースとはいえやってきた成果が出なかったことは残念です。ここ何か月も月間２０

０キロも走っていなかったのが原因かもしれません。やはり距離を踏む方が重要なのかなぁ？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 23 日（木・祝）  第２７回福知山マラソン 

梶正人  フル  グロス ３：４５：３５ ネット ３：４３：５６ 

前回のフルから３週間足らずで臨んだ大会は一昨年、昨年に続いての出場です。 

冷えて雨も混じるコンディションでしたが、私は暑いよりも寒い方が好きですので、前回よりはよいタ

イムで走りたいと願って出発しました。生涯で初めてフルを走った今大会ですが、今まで一度も４時間

を切ったことがなかったので、サブ４が出たらいいな～とは思っていました。 

走りはじめると体が軽く快調です。１５キロを過ぎても快調で、いつもは気になる細かいアップダウン

も気になりません。 

折り返して３０キロ手前付近では会社の同僚の家族が私設エイドを開設していて、ぬるーいコーヒー

をご馳走してくれました。（彼らは毎年同じ場所でやってます。） 

前回大会で痛めた足の裏の痛みがだんだん強くなって、鎮痛剤のお世話にはなりましたが、最後ま

で足がもってくれて、サブ４を達成できただけでなく、パーソナルサードベストのタイムが出ました。 

次は１２月１０日の奈良マラソン、連続サブ４目指して練習中です。 

余談ですが、上右の写真で一緒に写っている男性は大学の後輩で会社の同僚ですが、大会前日に婚

姻届を提出して大会当日新妻は応援に来ていました。で、サブ３を達成しました。 
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☆ 自己紹介 ☆ 

あっという間に 1 年♪  豊島 博子 

 新会員の自己紹介文を依頼されていたにもかかわらず、いつかいつかと思いながら先延ばしにして

いたら・・・・あっという間に 1 年が過ぎていました。 

今さらですが、よろしくお願いします。毎週楽しく参加しているうちに、参加回数も 50 回を超え、しっか

り記念品もいただきました。 

 私が走り始めたきっかけは、ダイエットと「走る母ちゃん」になれたらちょっとカッコイイかな？なんて

考えたからです。親子マラソンでたった２ｋｍの距離を小学校 1 年生の息子に置いて行かれた時はホント

に情けなかった。 

最初は１ｋｍも走れなかったのですが、子供に付き合ってもらい、続けているうちに５ｋｍぐらいは走れる

ようになりました。しかし、なかなか長い距離が走れない。根性もない・・・・ 

 そんな時、スカウト部長にスカウトされたのです＾＾ 

ほとんど毎週参加するようになって、一人では１０ｋｍ走ることができなかった私があっという間に走れ

るようになりました。みなさんとのおしゃべりも楽しい！ 

 いろんな経験もできました。駅伝、御幸橋まで走って花見、夏は甘南備山 

 一人ではまず経験することはなかったでしょう。スカウト部長に感謝です。 

 今後の予定としては 12 月 23 日には長距離ランにも初参加する予定です。また、年 1 回のマイイベン

トとして木津川マラソンのフルにも参加します。 

あとは・・・誘われるまま、気の向くまま・・・あと 10年は本業の仕事と子育て優先でぼちぼち参加しようと

思っています。 

そんなペースで皆さんと楽しい時間を過ごしたいなと思っています。 

よろしくお願いします。 

忘年会 

 日  時   平成 27 年 12月 23日（土） 祝日（天皇誕生日）  

    時  間   午後 6：00時～ 午後 8；30時 

    場  所   食彩 からく  ℡0774-63-6977 

           場所：京田辺市田辺十曽 2番地 

           （山城北土木事務所前道路の反対側） 

          ※物品交換会（それぞれ不要品を持ち寄る） 

    会  費  ￥ 6,000―  料理：（おまかせ料理）ビ－ル、日本酒、他 

             ＜お酒は飲み放題＞  会場の都合で限定 27名です  

 

 

 

 

 

 

 

 

12/10、定員に達しました。 


