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 新年あけましておめでとうございます            京田辺走ろう会            

本年もよろしくお願い致します          会長 石橋 伸一 

 昨年は、地球温暖化の影響で大雨・台風、それに地震と自然災 

害による被害が続出しました。また夏の高温と冬の低温で春と秋 

が短く感じられます。「かってなかった」「命を守る」が常用化、 

大変な時代となってきました。皆様の家庭は如何でしたでしょう 

か。今年は、東京オリンピックです。年配の方には一生に 2 回 

も東京でオリンピックが見れる、楽しみですね。 

そんな中、今年も元気に“走り”を楽しみたいものです。マラソン完走や記録の更新を目指した

方から健康維持（健康寿命を伸ばす）まで様々な形で会の活動を盛り上げてください。会の発展・

盛り上がりは皆様の会行事への参加にあります。参加して良かったと言われる「走ろう会」を目指

して頑張りたいと思います。 

走ろう会も今年は結成３４年目。ややマンネリ化した活動や役員の高齢化に対処する時期かと思

います。時代の変化に対応した新しい考え方を進めていくために、若い層や新しい会員の方に積極

的に役員に加わっていただきたいと思います。 

最後に、第 7 回を迎える「市民健康マラソン」は 4 月 19 日（日）に決まりました。会の総力を

挙げて「会の結束」を固める大会です、皆様のご協力をよろしくお願いします。 

Ｒ１年 12 月８日（日） 長距離記録会 天候：曇り 参加者 22 名 

 

3㎞ 1 井上　福身 31:30 8 宮浦　裕美 1:13:13

1 寺下　敏寛 30:20 9 香村　久子 1:13:14

2 岡田　陽子 41:52 10 兼田　政章 1:17:34

7㎞ 1 古林　肇 41:55 11 藤本　宏 1:21:20

1 森岡　進 49:28 12 山口　譲 1:22:11

2 藤田　邦昭 49:42 13 前薗　俊彦 1:26:36

3 石橋　伸一 51:48 12㎞ 1 加藤　照男 1:02:10

4 栃木　静男 1:06:14 1 齊藤  正法 1:30:43

5 西本　明 1:10:12 2 坪倉　修二 1:47:47

6 梅澤　宗平 1:12:00 1 渡邉　孝司 1:29:49

7 豊島　博子 1:13:13 2 藤田　耕平 1:41:45

記　録

20㎞

15㎞

10㎞

10㎞

5㎞

順位 順位氏　　名距離 記　録 距離 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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2019.12.22    令和最初の 「年末恒例長距離ラン」 

 報告 藤井満博                                      
 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、20１９．１２．２２行われた令和最初の恒例長距離ランは、１３名の参加者を得て、 

201９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曇   11.5 ｷﾛ地点 オムロン太陽の家 20.0 ｷﾛ地点 さくらであい館 

 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。しかしお天気には恵まれずが、今年の特徴です。 

嵐山からずっと曇り空。しかしほぼ無風状況で体感温度は余り寒さを感じませんでした。 

また平均ﾍﾟｰｽもゆっくりと安定したﾍﾟｰｽです。 

9:15 分/km,8:46 分/km, 8:11 分/km,7:53 分/km,8:01 分/km,7:42 分/km, 7:43 分/km,7:35 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、ここから先は自由行動、思い思いのゴールを目指しマイペースで

進みます。 
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大会に参加して 

2019 年 11 月 3 日（日） 第２３回大阪・淀川市民マラソン  

 古野敏 フル ４時間４０分５３秒 1431位/3828人 

 この大会３年ぶりの参加。大阪、神戸どちらも外れた時に参加申し込みしているのです。コースは淀川

河川敷、守口市を発着点として上流下流ともに「ハーフマラソン」の距離。前半の上流往復はともかくと

して、後半の下流往復は本当に辛い。心が折れそうになるのを耐えて耐えてやっとの思いでゴール。 

７５回目のフル完走でした。  

 

２０１９年１２月 1 日（日） 第９回大阪マラソン  

森岡進 フル 4 時間 33 分 12 秒 （ネット 4 時間 27 分 49 秒） 

 12月 1日、初の大阪マラソンを完走しました。気温よし、風なしのマラソン日和で、スタート地の大阪城

の紅葉も楽しめました。コースは今回新しくなったようで、大阪城をスタートして、御堂筋を南下し、難波

から西に進み、弁天町で折り返し、四天王寺を経て、大阪城でゴールするコースでした。途中折り返しの

多いコースですが、アップダウンもあまりないので走りやすいコースでした。 

 ただ、参加人数が 3万 4千人近くいたので、荷物置場からスタート地点まで大阪城を横断するのに大

渋滞になっており、余裕があると思ったのに、ブロックの閉鎖前ギリギリで入ることになりました。 

 スタートは一斉スタートではなく、3 つのグループに分かれて別々の時間でスタートしました。人が多

くてなかなかスムーズに走れないので、最初はキロ 7分ぐらいかかってしまったので、これはちょっとス

ピードを上げなくてはと思い、人の間を抜けるように走るのですが、うまくいきません。途中キロ 5 分台

でも走れましたが、30Ｋ過ぎからはキロ 6 分台をキープして、最後まで歩かずに走れました。今年 2 月

の京都マラソンから 10分以上短縮することができたので、まずまずの結果です。 

 

２０１９年１２月８日（日） 第 10 回 奈良マラソン 2019  

古野敏 フル ４時間５１分０４秒 5815 位/10686 人 

 ２年ぶり５回目の参加。県都奈良市と天理市を往復するこのコースは沿道の応援が素晴らしい。和太

鼓の響きがランナーを鼓舞し元気が出てくる。奈良公園では「鹿に注意！」が面白い。足に負担の多い

急坂は歩き、キロ７分ペースで７６回目のゴール。歳の数だけフル完走継続中。 

梶正人 フル ３時間５９分０１秒 グロス；３時間５９分５４秒 

         順位：男子総合 ２４６６位/９０８２名  男子５０歳代 ６２７位/２５７４名 

 前回の福知山で 2 年間続けていた連続サブ４の記録が途切れたため、また１から出直しです。公認コ

ースであり、記録を意識してスタートしました。 

 スタート直後にドアラの耳を落としてしまい、ランナーに逆らって拾いにいきましたが、残念なことに

踏まれてしまいカチューシャ(?)の部分が割れてしまいました。ランナーがひしめく中、逆走するという

のは初めての経験でしたが、想像以上に怖いものですね～ 

 非常に危険ですので、余り思い入れのないものを落とした場合は、あきらめた方が身のためだと思

います。ドアラの耳は私の体の一部のようなものなのでどうしてもあきらめられませんでしたが、、、

(笑) 

 今回はドアラの耳に加えてドラゴンズのユニフォームを着ていたので、ドアラと正しく呼んでいただく

沿道の人が多く、大いに元気が出ました。 
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 そんなこともありながらも調子はよく、キロ 5 分ペー

スを守って快調に走っていました。 

２５キロまではその調子が維持でき、途中ｻﾌﾞ 3.5 のペー

スランナーを追い抜くほどでしたが、28 キロから始まる

山登りでスタミナが切れてしまいました。 

 山登りになって心が折れたというのもありますが、こ

れはまさに前回の福知山において 27 キロで折り返した

後スタミナ切れになったのと同じ状態です。 

 やっぱりオレはここまでの選手か、と打ちひしがれな

がらのろのろと走っていました。 

奈良の町中に入ると脚が攣りそうになりはじめ、止まってしまうこともしばしばでした。サブ 4は今回も

無理かなと弱気になりがちでしたが、登りばかりだと思っていたコースに時々下りがあると、スピードと

タイムが稼げてもしかしたらサブ 4 いけるかもという気にさせてくれたりしながらなんとか走っていま

した。 

 ゴール前の最後の登りに入ったところで遂にサブ 4のペースランナーに抜かれてしまいました、、、 

もうこれまでかと思いましたが、そのペースランナーさん達があともう少し頑張れと大きな声で応援し

てくれて、とても勇気づけられました。 

 トラックに入ってから、ラストスパートと思いながらも脚が攣ってほとんど進みません。ゴールの時計

は刻々と 4時間に近づくし、場内放送もサブ 4いけると叫んでいます。 

最後は脚が攣ったまま気力だけでゴール、ギリギリのギリでサブ 4を達成することができました。 

日頃の練習不足を棚に上げて言いますが、奈良マラソンのコースはきつすぎる、、、 

来年はやめとこうかなと思っている、ヘタレの奈良県出身者でした、、、、 

 

２０１９年１２月２２日（日） 加古川マラソン 

横尾祐郁 フル グロスタイム 2 時間 50 分 57 秒 

          総合順位 41 位／2931 人、種目別 一般男子 45～49歳の部 12 位／1036 人 

 11 月の福知山からちょうど 1 か月。ちょうどよい調整期間だ。福知山では疲労が抜け切れてい

なかったのが、失速の原因ではないかと（勝手に）思い込み、疲労を完全に抜いた状態で走ること

が一つのテーマであった。2 週間は追い込んだ練習を行い、さあこれから調整していこうという時

に奈良での 42 キロ走の話が舞い込んできた。本気ではなくあくまで調整として走ることにした。

それにしても私の足も強くなったものである。以前だったら調整だとしても 42 キロも走ろうとは

思えなかったのに。12 月 8 日気持ちよく 42 キロを走ることができ、これで距離の不安はなくなっ

た。もうやることはやったという気持ちだった。福知山では 5 日前まで 1 日 20 キロ前後走ってい

たので、今回はそのような練習は 10 日前までとした。レース前 1 か月前の走行距離は福知山が 440

キロ、今回は 340 キロ。恐らく疲労は抜けたと思っていた。ただ、感覚的ではあるが、体が重かっ

た。練習量を落とすと体重の維持が難しい。今回は体重計を見るのが怖かったので最後まで見なか

った。ちょっと増えていたのかもしれない。 

 加古川マラソンについては、この数年、私にとって年末の恒例行事となっている。これで走り納

め、年末年始の飲み食いも気兼ねなくできる。今回の楽しみはレース当日の忘年会だ。予約されて
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いたきん太の「季節の贅沢コース」では私の大好物である牡蠣料理が 2 品もあり、これまた私が大

好きな生ビール（しかも 2 週間我慢していた）も飲み放題だ。1 週間前の練習会でそのチラシを見

た時はかなりテンションが上がった。もう完全燃焼してプハーとしている自分の姿を想像していた。 

 加古川はフラットコースで折り返しも少なく、コース全体も覚えやすい。10 キロ行って折り返

し、次の折り返しまで約 15 キロ、そして 10 キロで加古川大堰を渡り、ゴールまで 7 キロ。大きな

難点は風だ。追い風と向かい風を半々。木津川マラソンのようなものだが、木津川は後半追い風だ。

加古川は最後の 7 キロが向かい風だ。しかも過去のレースでは強風であることが多い。いつもそこ

でタイムを落とすし、滅茶苦茶しんどい。今回はなんとその風が予報では逆方向なのだ。そして、

風も弱い。気温も 7 度～10 度くらいでコンディションは申し分ない。サブエガ（＝サブ 2 時間 50

分）を十分狙える状態だ。 

 レース当日。加古川に行く際は、松井山手から 5 時始発の電車に乗り、座りたいがために 6 時大

阪駅発の電車に乗っていく。すると 7 時 10 分頃加古川駅に到着し、シャトルバスも待つことなく

乗れる。しかしである。今回は目覚まし時計の設定を間違え、寝坊してしまった。もう 5 時 39 分

の電車に乗るしかなかった。すると大阪駅発の電車はない。つまり、京都方面からランナーが沢山

乗った電車しかなく、加古川まで立ったままでいかなければならない可能性が極めて高かった。こ

こで私の頭はすばらしい案を出してくれた。放出でおおさか東線に乗り換え新大阪から乗るという

手段だ。検索してみると大阪から乗る予定だった電車に新大阪で乗れるのだ。新大阪から乗れば大

阪で降りる人もいるだろうから座れる可能性は十分ある。私はこの案を採用した。新大阪に着いて、

大阪・三宮方面行のホームに行くとランナーの数が少ないのである。大阪駅ではランナーの行列が

できているはずだ。そして、6 時 41 分の快速が来て、座れた。数分で大阪駅。案の定、ランナーが

どさっとなだれ込んできた。運よく座れたのは一部のランナーだけだ。あっという間に満員電車と

なった。尼崎でも同じような光景が繰り返され、車内はさらに混み混みだ。ラッキーだった。座わ

ることができた私は安心したのか、途中からウトウトしてしまった。体が寝てしまったらレースに

影響する。しかし睡魔に抗うことはできなかった。8 時 3 分、加古川駅に着いたときは、目覚まし

時計で急に起こされた時のような倦怠感があり、まだ眠かった。9 時間 45 分には全力で走らなけ

ればならないのに、、、。追い打ちをかけたのが、シャトルバス待ちの行列だ。過去何度も加古川に

は出場しているが、今回のように遅く着いたのは初めてだ。まさかこんなに行列ができているとは。

15 分ほど待って乗車し、10 分ちょっとで会場近くの加古川南高校に到着した。おそらく 9 時前。

急いで着替えて、荷物を預けて 9 時 15 分。もうスタートまで 30 分しかない。アップも 1 キロぐ

らいしかできずに A ブロックに整列した。3 年前、当時の自己ベスト 2 時間 53 分 39 秒を出した

ときは、必ずや 55 分を切って自己ベストを出すぞという物凄い集中力でスタートを待っていたの

に。今回はバタバタとしてあっという間にスタート時間を迎えてしまった。 

 9 時 45 分、登録の部から 10 分遅れで一般の部がスタート。集中することなくスタートしてしま

った。以前もそうだったが、ほんの 30 秒ほどは先頭から 20 人の中に入っているが、そこからどん

どん抜いていかれる。私はこんなに遅かったのかと思うくらいに。3000 人もいるのだから冷静に

考えれば速い人はたくさんいる。私は多少焦りながら走っていた。 

最初の 1 キロ、4 分 3 秒。風もあまりないのに何かが違う。いつもなら周りのランナーにつられ

て 4 分は切っている。次の 1 キロも 4 分ちょっと。やはり体がまだ起きていない。何か重い。た

だ、私の場合、30 分くらい走ると呼吸も安定して多少楽になってくるから今は我慢だ。5 キロのラ
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ップを見ると 20 分 5 秒。この時点で今日は 2 時間 50 分を切るのは難しいと思ってしまった。そ

れでもハーハー言いながら走っていると、すでに 10 キロ地点を折り返してくる登録の部のランナ

ー集団から「横尾さん！」という声がした。枚方マスターズの S さんだった。やはり声を掛けられ

るとうれしいものである。一瞬しんどさが和らぐ。先日の大阪マラソンで 41 分台の自己ベストを

出した S さん。枚マスのユニフォームではなく、普通の（数年前の福知山の）黄色の T シャツだっ

たので、今回は練習だろう。S さんは登録の部なので 10 分早くスタートしている。あとで抜くこ

とは無理だろうが、一方で、私が自己ベストを出して、S さんが大失速すれば抜けるかもという思

いもあった。というのは福知山では 2 度ほどそのようにことがあったからだ。そんなことを思いな

がら何とかキロ 4 分ペースで走っていると私の前で二人のランナーがお喋りしながら走っていた。

こっちは必死で走っているのに信じられなかった。一人は蛍光色のオレンジのビブスのようなもの

を着ているため、非常に目立つ。腕や足が日焼けして、よく走っているんだろうなあと思わせる。

帽子にサングラス姿なので、年齢は分からないが私より明らかに年上に感じた。もう一人は若くて

黒のピタッとしたタイツ姿。体型もいかにも速そうなやせ型だ。会話の内容からどうも若い方は今

回練習として走っているようだ。若い方はともかく、オレンジのおじさんは、左右の揺れが大きく、

腕も広げて振るフォームでとても速いランナーには見えなかった。ただ、観客から「はせがわさ～

ん」と度々応援を受けていた。有名人か？私にとってはただのランナーだ。すぐにペースダウンす

るだろうと思っていた。しかし、お喋りはなかなか終わらず、ペースも落ちない。ちょっとこのお

じさんランナーが気になる存在になっていた。 

私は、少しずつ体が慣れてきてやっと 4 分切るぐらいで走れるようになってきた。10 キロで折

り返すと微妙な追い風となる。何か時間が止まったかのように静けさだ。13 キロ過ぎて加古川大堰

を渡り、15 キロ、私は二人を追うように走っていた。追い風のお陰か、15 キロ地点で 5 キロのラ

ップが 19 分 40 秒ほどだった。スタート時の体の重さはもう感じない。体は軽かった。しかし、こ

こで私はちょっとだけペースを落とした。前回福知山ではそのまま調子にのって、後半少しずつペ

ースが落ちてしまったからだ。今回はあくまでキロ 4 分を維持することを一つのテーマにしてい

た。キロ 4 分で最後までいけば 2 時間 48 分 47 秒。これを切ることが今の目標なのだ。二人とそ

の二人に付いていったトライアスロンのウェアを着たランナー3 人との距離は徐々に開いてはいっ

たが、200~300 メートルぐらいの距離でキープし続けた。そして 20 キロ。19 分 57 秒。ちょうど

いい。まだ体は軽くひょっとして自己ベストいけるかも、と思えるようになっていた。若い方はも

う視界から消えていた。ずっと先に行ったようだ。24 キロあたりの折り返しを目指していると今度

は私が先に気づいて S さんに声を掛けた。S さんはかなりしんどそうな顔だった。ひょっとして福

知山の再現かと思いつつ、折り返して 25 キロ地点。19 分 58 秒。自己ベストを出したさが桜マラ

ソンでは 15 キロ以降ペースダウンしていたのに今回はここまでは大丈夫だった。しかし、快調な

ペースはそう長くは続かなかった。このあたりがマラソンの難しいところだ。15 キロ、20 キロ辺

りで感じていた体の軽さは 25 キロを過ぎるともうなかった。キロ 4 分は維持できなかった。そこ

が私の限界だった。ペースダウンすると残りの距離がとても長く感じる。次の折り返し地点（34 キ

ロあたり）、加古川大堰まで 10 キロ弱なのだが、ここは先々まで見渡せる河川敷。変化のない単調

なコースだ。いくつも似たような橋をくぐり、いったいいつになったら加古川大堰は見えてくるの

かと毎回思ってしまう。このような時、私は気持ちを切り替え、フォームに意識を向ける。まず姿

勢。しんどくなると姿勢が崩れてくる。胸を張り背筋をまっすぐ。丹田を意識し重心は下半身に。
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脇を締めて肘は鋭角にして後ろに引く。同時に

肩甲骨と骨盤の連動を意識し、骨盤から足を出

す。この立て直しを何度も行った。 

そして、一人でも多くのランナーを抜くこと

を目標にする。ここで言うランナーとは私と同

じ一般の部のランナーだ。一般の部のランナー

は前だけにゼッケンを付けている。10 分前にス

タートした登録の部のランナーは前後に付けて

いるので後ろから見るとすぐにどちらのランナ

ーなのか一目で分かる。登録のランナーは周り

にたくさんいる。しかし、一般の部のランナー

はあまりいないのだ。はるか遠くに見えるトライアスロンのウェアのランナーも一般の部だ。まず

は彼を抜いて、その前を走るオレンジのおじさん（一般の部）も抜くことを目標にした。微妙では

あるが、徐々に差をつめていった。30 キロ手前でトライアスロンを抜き去り、次はいよいよあのオ

レンジのおじさんだ。かなりその姿が大きくなってきた。加古川大堰も見えてきた。ついに加古川

大堰の手前 32~33 キロ辺りで抜き去った。すると加古川大堰にさしかかった辺りでかなり呼吸の

荒いのランナーが追走してきた。私はてっきりオレンジのおじさんかと思っていたが違った。、黒

シャツのランナーで私をしばらく追走した後すごいスピードではるか 200－300m 先まで行ってし

まった。私が目標とする一般の部のランナーは彼しかいなかった。加古川大堰を渡って、ゴール方

向右折し、35 キロ地点。あと 7 キロ。例年ここから強い向かい風になるのだが、今回は微妙な追い

風だ。嬉しかった。過去のレースでは向かい風に耐えて耐えてのゴールだったが、今回はとても走

りやすい。後から考えればここからペースを上げればよかったが、その時はできなかった。毎回そ

うだが、追い風であってもこの 7 キロがまた長く感じる。いくつも同じような橋の下を通り、ゴー

ルのエアアーチはまだかまだかと。するとまさかのランナーが。S さんがいたのだ。どうしたの？

あとでわかったことだが、ケガをしていたとのこと。そしてラスト 5 キロの表示がきた。時計を合

わせ、ゴール時間を計算する。50 分台でゴールできそうだが、ペースが落ちたら 51 分台だろう。

私は脇を締め、姿勢を正すが、もうペースを上げることができない。すると前方に歩き始めた黒シ

ャツが目に入った。あっけなかった。できれば彼が走っているところを抜き去りたかった。しばら

くして黒シャツを抜き、目標となるランナーははるかかなたに一人だけ。白と水色のシャツ。徐々

に差を詰めていくが、ゴールまでに抜き去ることができるか微妙だ。ラスト 3 キロ。「横尾さ～ん」

と声が聞こえたような。振り向くと全く知らないスーツ姿のおじさん。「えっ」何かの聞き違いか

（レース後、大学の後輩が御主人と見物に来て、私を発見し応援してくれたことが判明。しかもそ

のスーツ姿のおじさんは加古川市の副市長とのこと。これまた驚いた）。そんなことはどうでもい

い。エアアーチ、エアアーチ、早く来い！ラスト 1.5 キロぐらいでやっとエアアーチが目に入った。

前のランナーはかなり失速している。ラスト 1 キロ表示見て、時計でタイムを確認するとキロ 4 分

でいかないと 51 分を切れない。すると私の体に急にスイッチが入った。ペースが上がったのだ。

前のランナーとの距離がどんどん縮まっていく。ゴールはすぐそこだ。登録の部と一般の部との分

かれ道。彼も一般の部に。その後をすごい勢いで私も通過。電光掲示板が目に入る。2 時間 50 分

40 秒台。いける！50 分台でゴールできる。私のストライドは大きくなり、ゴール手前 2m ぐらい



 第５１９号  ２０２０年（令和２年） １月１０日発行   

 

 8 / 9 

 

 

 

のところでついに彼をとらえた。順位を１つ上げゴール。いつものようにフラフラだ。今回は失神

の一歩手前ぐらいまでいった。そしてタイムのことを思い出しすぐに時計を止めた。私の時計では

2 時間 51 分 10 秒だった。そして「お見事！」と後ろから彼が握手を求めてきた。私は「ありがと

うごさいます」と返し、ボランティアスタッフの高校生から渡されたスポーツドリンクを一気に飲

み干した。すると「疲れた、疲れた、あー疲れた」と笑顔で大きな声を発していた女性ランナーが

いた。誰だが知らない。しかし同じ 42.194 キロを必死になってゴールした同志だ。こんな時、知

らないランナーでも自然に話ができる。この一体感というか、人への警戒心がなくなった状態が心

地いい。私は「疲れましたねえ」と返すと、彼女は「やったー！サブスリーいけた！」と。「凄い、

凄い、おめでとうございます。初めてですか？」と私。「2 回目です。1 回目はこの前の岡山で」と

そんな会話をしながらお互い記録証を受け取りにいった。私は 51 分を切れていたことが分かり一

安心、彼女は登録の部で 3 位であることが判明した。彼女とはその場で別れ、私は荷物を受け取り、

高校生のボランティアスタッフに記念撮影をお願いした。 

そして、更衣テントへ。着替えの際、本当に全力を出し切った時は、ふくらはぎの圧迫サポータ

ーを脱ぐ時に分かる。足が攣るのだ。1 か月前の福知山がそうだった。本当に全力を出し切った 3

年前の加古川もそうだった。しかし、今回はそれがなかった。攣りそうな気配もなくスッと脱げた

のだ。この時、私はもっと早い段階でペースを上げられたのではないか、本当に自分は 100%出し

切ったのかと思うようになった。ゴール直後は失神の一歩手前ではあったが、足はまだ大丈夫だっ

たのだ。私は多少後悔しつつ、ランナースアップデートで加藤さん、渡邉さんのタイムを確認し、

もうそろそろだということを確認した。ゴールでちょっと待ち、渡邉さん、次いで加藤さんがゴー

ル。レースのことや 1 月の駅伝のことで多少言葉を交わし、私は帰路についた。シャトルバスで加

古川駅近くに着き、多くのランナーが足を引きずりながら歩く中、前方の交差点で青信号が点滅し

出した時、私は走っていた。まだ余力はあったのだ！私はセブンイレブンに入り、今日のご褒美を

物色した。セブンイレブン初のスペシャリティコーヒー、高級キリマンジャロブレンドとチョコテ

ィラミスシューにした。忘年会のためビールは我慢した。加古川駅の改札から大阪・京都方面のホ

ームに階段で上がる。しかも一つ飛ばしで。やはり余力は十分にあった！14 時 7 分加古川発、16

時自宅着。そうこうしている間に 18 時。忘年会は 18 時 30 分からだと思い込んでいたが、ひょっ

とすると、と思い 18 時 7 分、会場のきん太に電話で確認す

ると 18 時からとのこと。私は急いで会場に向かった。走れ

るのである。しかもキロ 5 分ぐらいで。18 時 17 分到着。参

加予定者全員が私の到着をお待ちであった。皆様、本当にす

みませんでした！ 

追伸：上記、オレンジのおじさんのことをネット上で調べ

たらすごい人だった。長谷川和正さん 62 歳。2 年前の丸亀

ハーフマラソンで、60 歳以上の日本記録を更新した人だっ

た。記録、60 歳でなんと 1 時間 17 分 5 秒。9 年前の第 22

回三田国際マスターズ（2010 年）50 歳の部であの柿原 貴

次さん（1 時間 19 分台）を抑え、53 歳で 1 時間 13 分台。

圧倒的な速さで 1 位。今回は、35 キロ以降大失速し、3 時

間 9 分 2 秒だった。 
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京田辺走ろう会のホームコースを走りながら紹介します。 

集合場所は関屋という集落の名をとって近くの府道に係る関屋橋から来ています。横を流れる川が手原

川、スタート後まず正面遠くに見えるのが南山城の名峰・鷲峰山、サイクリング道の手原川をまたぐ橋

が大住橋、そこから道は北へと曲がります。Ｗ-アップ折返しの 0.5 ㌔くらいから前方真正面に比叡山の

雄姿を見ながら、１㎞を過ぎるとすぐに京奈和道の下をくぐります。左に明治乳業の工場、２ｋｍで新

名神高速道の下をくぐる。３ｋｍあたりから今度は前方正面に愛宕山の雄姿。村からの道が河川敷へと

交わるところが岩田の渡し（跡）で、かって丸木舟が置いてありました。3.5ｋｍを超えて左側に見えるの

が八幡市体育館、右側には茶畑が広がります。４ｋｍを超えると再び真正面に比叡山がさらに大きくな

って見えます。4.5ｋｍ地点の右側には時代劇等で有名な流れ橋、左側に四季彩館、堤防を降りたところ

にこのコース唯一のトイレがあります。再び真正面に愛宕山を見て進むと５ｋｍ地点。すぐ先を下ると第

二京阪道路をくぐります。６ｋｍ先に国道 1号線。かって夏場は 10ｋｍ（５ｋｍ折返し）までと思って

皆さん走っておられましたが、やや走り足りない人はこの６ｋｍ地点まで走ったものです。（1号線より

先は改めて） 

追：比叡山と愛宕山のあいだの稜線（山々）が京都・北山連山、屏風の絵のように京都市内を囲みます。

なお、愛宕山の左に続くのが西山連峰（主峰はポンポン山）、比叡山の右に続くのが東山連峰で、京

都が山に囲まれた盆地になっているのがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京田辺市役所（中央の建物）・南側の高台から見た京都の遠望。 

季節の草花・ 

 この時期、堤防にはほとんど花がありません。そこで、 

手原川・大住橋付近にまだ咲いている野草を紹介します。 

第１６回 １１月 ヒメジョオン 

 北アメリカ原産の１～２年草。明治の初めに 

日本に入り現在では全国の山野にごく普通に 

見られる。本来６～１０月開花ですが現在も 

元気に咲いています。よく似たハルジョオン 

（春の花）と違ってつぼみの頃もあまりうな 

だれません。 


