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11 月３日（日） 天候：晴れ 気温：13.3℃ 参加者 25 名 

10月の長距離記録会の結果は下記のとおりです。マラソンシーズン真っ只中です。 

私は丹波ロードレース（ハーフ）でテツさんの伴走として、秋の丹波路を走らせていただきました。

中盤から後半にかけてアップダウンがあるコースですが、同月 23 日の福知山マラソン（伴走）に向け

いい感じで走れたと思います。テツさんの記録に乞う御期待です。（渡邉） 

 

 

※大会に参加して※ 

10 月 27 日 金沢マラソン 2019  

髙岡 元章 記録 5:56:06 ネット 5:47:39 総合順位 8607 位/10733 人、年代別 664 位/961 人  

 2週間ほど前に脚立から落ち、左腕を強く打撲したので肘がまだ腫れたままだったが何とか走れ

そうなので参戦。しかし練習不足もあり、スタート時はキロ 8分でしか走れない。ただ、日練でも

同じようなスピードで走っているのでフルマラソンでそれ以上の事はできないと諦めつつ黙々と

0.5㎞ 1 井上　福身 0:14:06 7 坪倉　修二 1:04:00

1.2㎞ 1 原田　豊 0:05:00 8 竹原　絹栄 1:08:00

4㎞ 1 坂田　敏子 0:39:30 9 嘉手苅一男 1:09:48

1 竹原　順治 0:29:50 10 越本　彰 1:10:35

2 岡田　陽子 0:43:15 11 梅澤　宗平 1:15:00

6㎞ 1 香村　久子 0:39:38 12 山口　譲 1:16:21

8㎞ 1 古林　肇 0:46:51 13 神田　妙子 1:20:03

1 村中　康 0:49:00 14 坂田　一郎 1:20:40

2 石橋　伸一 0:51:57 1 横尾　祐郁 1:23:53

3 藤井　満博 0:63:59 2 上妻　俊一 1:46:00

4 宮浦　裕美 0:68:00 3 森岡　進 1:58:16

5 齊藤  正法 1:02:34 4 豊島　博子 2:30:00

6 寺下　敏寛 1:03:00

記　録

10㎞

20㎞

5㎞

10㎞

氏　　名距離 順位 記　録 距離 順位 氏　　名

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail： is1967tk1001@leto.eonet.ne.jp 

     HP :  http://ktrc.shinegold.org/ 
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走った。いつのまにか後からスタートのはずの嫁さんにも抜かれ 30 分ほど遅れてゴール。あとで

ラップを確かめると嫁さんには 5kmまでにすぐ抜かれており、5kmごとのラップもすべて遅れを

とっていた。9月走り込みの距離は私の方が多いので日ごろから走る以外のバトミントンなどの運

動にかける時間が圧倒的に負けているのが敗因であろう。足の瞬発力を維持するような運動や筋ト

レは必要ということか。 

レースの前日の宿泊はゴール近くの「テレメ金沢」。素泊まり 3人部屋で

1 人 11000 円はちと高いが高速入り口に近く、ゴール後に混雑を避けて

帰路につけるのでストレスが少ない。レース当日はホテルに車を駐車さ

せてもらい、タクシーでスタートの兼六公園へ向かうのが一番便利。さ

て金沢マラソンを走った後はすぐ京都に帰らないで北陸で宿をとること

にしている。今回は北陸道から越前海岸にでる山里にある「泰澄の杜」と

いう宿。当たり前だが周りの環境も抜群で朝夕食事付きで 8000 円とリ

ーズナブル！なんでも大学や企業のスポーツチームがよく合宿で利用す

るそうだ。部屋もきれいで露天風呂も利用できたのでレースの疲れをし

っかりとることができたと思う。 

髙岡 三樹子 記録 5:21:09 ネット 5:11:32 総合順位 1656 位/3523 人 年代別 79 位/238 人 

 家族 3人で参加。前日夜中からの雨も一旦上がっていたが、レース中 20kmあたりから雨が降り

だし 35km付近で本降りになった。寒くなって身体が冷えてきた用意していたゴミ袋の雨合羽が役

に立ちました。今回は珍しくトイレ休憩が 1回もなかったが、エイドステーションの和菓子コーナ

ーで少し食べ過ぎて時間をロスしてしまった。あと 5キロメートルというところで私設の応援の方

からコーラのプレゼントがあり、このさわやかな味が身体を少しリフレッシュさせてくれた。スタ

ートの下り坂から始まる高低差の少ない走り易いコース、食べ過ぎてはいけない豊富なエードステ

ーション、切れ間のない沿道の声援などまた参加したい金沢マラソンでした！ 

髙岡 理  記録 4:20:54 ネット 4:20:19 総合順位 3552 位/10733 人、年代別 795 位/2512 人 

 9 月の走り込みは日曜練習会で 10kｍと 20kｍの 2 回の合計 30kｍ。

レース 2 日前に喘息のような症状が出ていたので今回は両親の応援の

つもりで車に同乗し金沢へ。レース当日は朝から体調良好で、調子が悪

くなったらすぐやめる覚悟で参加した。キロ 6 分ぐらいでスロースタ

ートしたが今回もエイドでタラフク食べて完走までこぎつけることが

できた。ゆっくり走ったのでいつものフルマラソン後の筋肉痛は軽く

済んだ。 

 

  

 

 

11 月 3 日（日）淀川市民マラソン 

梶正人 フル ３：５７：１１(男子の部６０１位/３８２８人)、ネット３：５５：４０ 
 毎年シーズンの最初に出場している大会です。 

今回も夏場の練習不足を自覚しての出場で、サブ 4 達成のみを目標にしました。 

ペースは 5 分 15〜25 秒を目安に刻みました。 
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最後の 10 キロはキツくなってペースも落ちましたが、ある程度余裕を持ってゴール。 

タイムはギリギリでしたが… 

ゴール前ではいつものように Q ちゃんとハイタッチもできたし、シーズンはじめとしてはまずま

ずのレースでした。 

11 月 17 日（日）神戸マラソン 2019 
髙岡 元章 フル 5:52:40  ネット 5:47:55 総合順位 12601 位/14414 人 種目別 226 位/300 人 

 2回目の神戸。前回の挑戦で明石海峡大橋に向かっての前半、風が強くかなりダメージが大きか

ったという悪印象があったが今回も橋が見えてから折り返しまでなんと遠かったことか。小刻みな

アップダウンが多くこれにも苦戦した。ただ黄色のジャケットを着た大勢のスタッフの声援は有り

難く、ポートアイランドのタワーが見えたときは涙が出るほどであった。完走出来たという満足感

で気分よく帰路に就いたが、ここで最後にアクシデント。JR 三宮まで超満員のポートライナーに

乗ったため空気が悪いのか介護が必要な人が何人も出る始末。私も三宮に着いた途端、吐き気がし

て駅のホームで座り込んだ。しばらく休んで回復したが、次回の神戸マラソンがあるなら、三宮か

らの往きはポートライナーでも、帰りは必ず臨時の専用バスを利用しようと思う。 

11 月 23 日（日） 福知山マラソン 

梶正人 フル グロス４：１５：５３(総合 2050 位/5486 人)、ネット４：１３：５０ 

 淀川から 3週間後ですが、疲労はなく普通の状態でスタートできました。 

レース前はかなり寒くてポリ袋を被っていましたが、スタート直前に晴れてきて予報通りぐんぐん

気温が上がります。今回は公認レースでもあり、少しでもいいタイムでゴールしたいと思い、キロ

5分ペースを維持して走っていました。 

 調子もよく折り返しの 25 キロまではそのペースを維持できましたが、その後急激に体力が奪わ

れ、会社の後輩が毎年 31キロ地点でやっている

私設エイドを過ぎてからは右足の裏に水泡がで

きて脚がパンパンに張って攣りそうになり、心

も折れてのろのろとしか進めなくなりました。 

最高気温２１℃という高温が影響したのか、前

半飛ばし過ぎたのか、日頃の練習不足なのか、淀

川の疲れが残っていたのか分かりませんが、ひ

どい状態でした。 

 福知山名物の最後の登坂も歩いたり止まった

りラジバンダリーのグダグダで、最低限の目標

である４時間を大幅にオーバーしてやっとの思いでゴール。２年前のこの大会からずっと続けてい

たサブ４の連続達成記録がこの時点で途切れてしまいました。 唯一よかったのは、レース後にゲ

ストランナーの小林祐梨子選手とツーショットを撮ってもらったことだけ… 

 レース後の疲労も半端なく、いつもならレース後３日目には練習を再開できますが、今回は４日

目まで走れませんでした。２週間後の奈良マラソン、大丈夫かなぁ〜？ 

追伸、福知山マラソンの移動についてですが、毎年陸連の審判員をしておられる方から役員用の駐

車券をいただいており、会場から至近の駐車場に駐車することができ、非常に快適です。 

毎年横尾さんとマイカーで参加していますが、あと２人乗車できます。運転は小生が行い、高速代

とガソリン代は頭割りで清算します。来年以降一緒に行きたい方はお申し出ください。 
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横尾祐郁 フル グロスタイム 2 時間 53 分 45 秒 

総合順位 78 位／5486 人、種目別 一般男子 45～49 歳の部 4 位／941 人中 

 7 月の富士登山競走からちょうど 4 か月。十分な練習期間があった。8 月は旅行等の機会が多く、

走行距離 500 キロに達しなかったが、走り込み強化月間の 9 月は 622 キロ、10 月 583 キロ、11

月はレース前日までで 303 キロ、合計 1508 キロ。1.5 か月前から、レース用の練習としてはマラ

ソン人生で初めて 42 キロ走を行った。しかも 2 回。32 キロ走も 2 回。この 2 か月と 3 週間は、

マラソン人生 12 年で最も走ったといえる。長年苦しんできた膝痛もストレッチを欠かさないこと

とナイキの厚底シューズで克服。体重のことも考え、レース 1 か月前から大好きなビールを封印。

疲労感克服のためレース 2－3 日前から通常の倍のイミダペプチドを投入していた。体調、練習量

ともに何の心配のなく当日も迎えることができた。もうやり残したことはない。やるだけだ。何を？

2 度目のサブエガだ。あわよくば 2 時間 48 分 47 秒切り（キロ 4 分でゴールまで行った場合のタ

イム）。やることはやったという気持ちからスタートまでとても落ち着いていた。普段はレース 1

週間ほど前から週間天気予報で当日の風や天候を細目にチェックするのだが、今回はさほど気にな

らなかった。 

そして、レース当日。ラッキーなことに風速ゼロ。しかも私にとって福知山は最も相性がよい大

会だ。福知山には自己ベストの神様がついていてくれる、そういう思いもあり、何かが起きる期待

感があった。 

スタート時点では気温 10 度ぐらいだったと思う。ちょうどよかった。ただ、日中は 20 度ぐら

いまで上がる予報だった。後から思えば帽子を着用しておくべきだった。 

さて、スタート 30 分前に A ブロックに入り、号砲を待つ。マラソンのレースでは、この時間帯

がかなりつらい。寒いからだ。しかし、この日は本当にちょうどよい気温で、寒くもなく、暑くも

なかった。あっという間にスタート時間となった。混雑もなくスタートし、最初の 1 キロはちょう

ど 4 分。スタート時の多少の遅れを下り坂で取り返した。次の 1 キロからほぼフラットコース。こ

こでもちょうど 4 分だった。その後、流れに身を任せ走っていったが、もう息はすでに上がってい

た。30 分ほどすれば落ち着くだろうと思いながら走る。5 キロのラップは 19 分 30 秒台。ちょっ

と速いが、3 月のさが桜マラソンでも同じくらいのペースであったため、ペースは落とさず走る。

すると見覚えのあるランナーが前方を走っていた。確か、今年の篠山で同時、というか私より 1, 2

秒早くゴールした女性ランナーがいたのだ。すらっとした長身で篠山と同じオレンジの帽子を被っ

ている。そのランナー含め、サブエガを狙うグループが 10 名ぐらいの集団で走っていた。私も当

初そのグループで走り、次の 5 キロも 20 分を切っていた。この集団はキロ 4 キロ切るぐらいのペ

ースだな、ついていけばサブエガ、しかし、今日のオレにとってはちょっと速い、後半心配だ、な

どと思いはしたものの、集団の中にいると付いていってしまう。やはりその時の私にとってはペー

スが速かった。12,13 キロ過ぎてから微妙に離されていった。15 キロ地点で自分の時計で 5 キロ

のラップを確認するとキロ 4 分はオーバーしていた。早くもペースダウン。普段はマイペースで走

るのだが、今回はこの集団にかなり合わせ無理をしていたようだ。中間点ではほとんど見えないく

らい離されていた。中間点のタイムは 1 時間 24 分台。全く同じペースで後半もいければ 2 時間 50

分も切れる。しかしそれはかなり難しいことをこの時点で私は悟っていた。あと半分。呼吸は相変

わらずかなり荒いし、走りに余裕がない。足も全く軽くない。折り返し地点（24.7 キロ）が近づく

につれ、私より早いランナーとすれ違う。福知山のコースは 24.7 キロ地点で折り返しだが、調子
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のよい時はここからロングスパートをかける。今回もその折り返し地点で「よっしゃ」と気合を入

れ、微妙にペースを上げたが、それもほんの数百メートル。すぐにもとのペースに戻ってしまった。

25 キロ地点の電光掲示板でトータルのタイムで見てもキロ 4 分オーバー（キロ 4 分ペースの 1 時

間 40 分を越えていた）ということが分かった。もう完全に 50 分切りは無理だ。この 25 キロから

30 キロの間が最もしんどかった（＊レース後に自分のタイム（5 キロごとのラップ）を見てみる

と、この区間がもっとも前の区間からの落差が大きかった）。いつもレースで思うのだが、誰がそも

そも 42 キロなんて考えたのだろう。30 キロ、せいぜい 35 キロでいいではないか。そんなことを

今回も思ってしまう。追い打ちをかけるように日差しが強くなっていた。天気予報の通り、気温は

どんどん上昇していったように感じていた。20 度近くあったと思う。しかも湿度も高い。往路の

時間帯はまだ山影を走るところも多く、その時はヒヤッとして体を冷やすことができたが、復路の

時間帯ではその影もなくなり、ずっと照りつける太陽の下、走るしかなかった。サングラスはして

いたものの日差しはきつかった。帽子を被っておくべきだった。後の祭りだ。喉も渇くが微妙に腹

痛を感じて給水もあまりする気にならなかった。 

もうペースを上げることはできないことは十分わかっていたので、もう時計は見ず、タイムより

一人でも多く前のランナーを抜いていくことをそれからの目標にした。何か目標を作らないと私の

足は止まりそうで怖かったのだ。いつあの瞬間、つまり急に足にきて大失速する時がくるのか不安

を感じながら走っていた。最近はそれほどないのだが、やはりあの大失速は恐怖だ。それまで築い

てきたタイムがあっという間にパーとなってしまう。そうはなりたくない。35 キロを過ぎてやっ

となんとか最後まで（足は）もつだろうと思えるようになった。35 キロの電光掲示板を見るとキ

ロ 4 分ペースから 2 分以上遅れていた。もう完全にサブエガは無理だが、あわよくば 51 分、52 分

台でいけるかもという淡い希望を持ちながら走っていた。 

自分ではペースがかなり落ちたなあと感じていたが、私以上にペースが落ちているランナーも多

く、一人また一人と少しずつ抜いていった。キロ 4 分の集団からこぼれ落ちていたランナーもちら

ほら前方に見えていた。目立つ緑のシャツのランナー2 人を抜こうと決めた。一人はしばらくして

抜くことができたが、もう一人ははるかかなた。私と同じようなペースで走っている。無理かなと

思いながら 1 キロ 1 キロいつもの通勤ランのコースや木津川サイクリングロードの日練コースを

イメージしながら距離を積み重ねていく。まずはあの坂

の下を目指した。そして、残り 5 キロの表示が見えた。

いよいよラストだ。ラストの坂は 1 キロほどあるから、

坂の下までならそこから 4 キロほど。そのように考え、

残り 3 キロ、2 キロ、やっとあの坂の近くが見えるよう

になってきた。そして坂の下近くの神社を過ぎるとすぐ

にラスト 1 キロの表示が。えっ、こんなところに。以前

は坂の途中だったと思う。そこであの登り坂は 1 キロも

ないことが分かった。やったあ〜。坂を登ればやっとゴー

ルだ。実は、福知山の最後の登り坂は私にとってそれほど

苦痛ではない。私の通勤ランのコースにはあの坂以上の

勾配の坂があり、毎日福知山の坂をイメージしながら走

っていたからだ。足は相変わらず重いものの、練習の成果



 第５１８号  ２０１９年（令和元年） １２月１０日発行   

 

 6 / 7 

 

 

 

がどれほど表れるのか、坂がどんなものか楽しみにしていた。案の定、それほどでもなかった。最

初は登りだが、その後は微妙に登坂。そして最後にちょっときつい坂だ。いつもの練習場所より緩

い。私が抜くのを諦めていた緑のランナーが目の前にいた。最後の力を振り絞り、緑のランナーを

ゴール数十メール手前で抜き、電光掲示板を見るとすでに 53 分 30 秒を過ぎていた。私の、いつ

もの 00 秒もしくは 30 秒を切りたいという気持ちは湧いて来ず、まあ 54 分は切れるという気持

ちになってしまい、お決まりのダッシュはできなかった。緑のランナーに気を取られていたせいか、

サングラスを上げるのも忘れてゴールした。いつものように完全燃焼。フラフラになり自分の時計

を止めた。時計では 2 時間 53 分 48 秒。ヨロヨロとなった状態で高校生ボランティアにチップを

外してもらい、スポーツドリンクを 2 杯いただいた。まだまだ呼吸は荒い。ハアハアいながらフラ

フラと前に進む。正確なタイムを知りたいが、今年から紙での記録証の発行はなくなった。完走証

の T シャツを受けったあたりからやっと呼吸が整ってきた。やれやれやっと終わった。徐々にペー

スが落ちてのゴールであったため、何かすっきりしない気持ちであった。自宅に帰っても我慢して

いたビールを飲む気にならなかった。 

翌日、京都市内から通勤している職場の人が、福知山マラソンが掲載されている京都新聞を見せ

てくれた。あの女性ランナーの写真がでかでかと載っていた。2 時間 47 分台でゴールし、女子で

2 位だった。篠山ではほぼ同じタイムだったランナーに大差をつけられていたことで悔しさが一層

増した。マラソン人生 12 年。誰かに負けて本当に悔しいと思ったのはこれが初めてかもしれない。

次回、同じレースを走ることになれば必ずやリベンジしたいと思ったのであった。 

12 月 1 日（日）2019 八幡市民マラソン 
藤田邦昭 ハーフ  高校生・一般男子 記録 １時間５３分５０秒 
      総合順位 ２５７位/６４４人 種目別順位 ２４６位/５６７人 
 穏やかな天候に恵まれ会場も近場でしたが、乗り物の便がなく、自宅から歩いて１時間１０分を

要したがアップと思えばどうもない。 

 さて、１０月２７日金沢マラソンで痛めた左脹脛の痛みが心配されたが、２週間走らずに毎日４

時間連続の徒歩とシップ、ストレッチで自己リハビリを徹底しました。１１月１１日からゆっくり

走りを開始、１１月１８日１０㎞１時間０７分５１秒で走れたので大会には出場出来るだろうと思

った。 

 １１月１７日の日練御幸橋往復２０㎞２時間０５分台で完走し自信を持った。１２月１日大会当

日、目標は２時間切りであった。レース中、第２折り返し地点が走ろう会日練集合地点で、会員の

皆さまが多数応援して下さりゴールまでの約６㎞、随分力をもらってから加速でき、ドンドン追い

抜いて走れ１時間５３分台でゴールする事が出来た。年明けで７８歳人生も愈々最終盤になりまし

た。一回一回が最後の大会として楽しめたらと思います。皆様、応援ありがとうございました。 

高岡元章 ハーフ 2 時間 28 分 57 秒 総合順位 490 位/644 人 種目順位 431 位/567 人  

自宅を 8 時ごろに出発しても会場の近くまで車をつかって 15 分ほどで行けるので 9 時半スタートにも

余裕を持って臨めるのが良い。今年からハーフマラソンのコースが少し変わって 16km付近で大住橋の

ところから日練のスタート地点の方に 100mほど入って折り返すコースになった。日曜練習会と同じよ

うな調子で淡々と走っていたら、この折り返しでＳさんから「もう少しスピードアップを！」との声が

かかった。時計を見ると 2 時間半の制限には 1km7 分のスピードでギリギリ。あと 5km の地点からス

ピードを上げるのはつらいが足の余力も少しあったので何とか頑張って 1km6 分 45 秒まで上げた。そ

のままリズムを保って走ったが最後の1キロはゴールの体育館が見えてから周囲をぐるりと回るのでな

かなかゴールが遠い。やっとゴールのアーチが見えてラストスパート！目標を決め、自分の身体をつか

って答えを出せたときの喜びは大きい。 
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12 月 1 日（日）「国宝松江城マラソンを走って 」  

古林肇 フル  Net 4 時間 37 分 9 秒  Gloss 4 時間 38 分 3 秒 

(男子 70 才以上の部  27 位／99 人中) 

師走は暦の上だけ。湖面の向こうは晩秋のグラデーション。 

京都駅から夜行バスに揺られまんじりともしないで JR松江駅に着いたのは夜明け前。 

「ご縁の国」「水の都」島根・松江市で開催される国宝松江城マラソンは今年が 2回目。 

レースは市の総合体育館前を発着点とし、大会の冠になっている国宝松江城を右手に、宍道湖のほ

とりから市街地を通り抜け中海へ反時計回りに一周した後、中心部に戻る日本陸連公認コースで行

われた。 

 気温 9℃、風力 2、湿度 55%と曇り空の気象条件の下、８時半 am に号砲。全国から集まった 5

千人近いランナーが健脚を競い合った。一週間前からアルコールとコーヒーを断ちストイックな生

活を課してきたものの、結果は惨憺たるもの。従前どおり普通に走れたのは前半の 21キロ(ハーフ)

まで。後半は両足のふくらはぎが痙攣(こむら返り)に見舞われ、歩きとスローなジョグの繰り返し。

痛さと口惜しさが頂点に達した頃、宍道湖へさしかかり、手の届くところにあった水面に思わず入

水したい衝動に駆られた(苦笑)。 

 足を引きずりながら這う這うの体でランナーの保護セン

ターに駆け込んだのは 28 キロ地点。冷却スプレーと漢方薬

の世話になり、人心地付いた時は 鈍色の空から時雨を思わ

せる水滴が…。まさに落涙だった。残りの 15 キロ足らずに

一縷の望みを託しながらも、「まあリタイアでもいいや。い

い経験になるんだから」と半ば開き直りの境地で歩を進めた。 

色々慮っていると収容のバスが見えて来て少し痛みが薄れたような気がした。が、一旦切れた緊

張感やモチベーションは簡単にはつながらず、早足歩行がいっぱいいっぱいの状態。 

前半の貯金はたちまちのうちに消失した。この時、今更のようにメンタル面強化の必要性を改め

て教えられた。 

強いランナーは速いのではなく諦めない辛抱のできるランナーなんだ、と。  

関門に引っかからず、バスに収容される前にゴール出来たのは何よりも救いであった。59回目のフ

ルマラソンはワースト２のタイム。最悪のレースだった。 

 Ps ゲストランナー有森 裕子・油谷 繁<中国電力> 

季節の草花・・ホームコースの木津川堤防に咲く草花を紹介します。 

 ８～１０月に咲く花ですが、手原川・大住橋付近にまだ咲いていますので紹介します。 

第１５回 １１月 ヨメナ 

田畑の畦道や山野の湿ったところに生える 

多年草。若芽を食用とする（ちなみに「な」 

が付く野草は食べられるとか）。名前からム 

コナもあるのではと調べたらシラヤマギク 

とのこと。青紫の可愛い花です。 


