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☆ 大会に参加して ☆ 

京都マラソン 2 月 16 日（日） 

横尾祐郁  フル 2 時間 55 分 35 秒（グロス） 

  総合順位位 283 位/10796 人 男子 45～49 歳の部 29 位/2117 人 

 今日、2 月 23日の日曜練習会が終わり、ヘトヘトの状態で京都マラソンの原稿を書いている。無

補給で 42.2キロ走った。30 キロ以降、キロ 5分以上かかるようになり、最後はキロ 6 分かかって

いた。久しぶりに足が止まる感覚を味わった。本来なら 1週間後の篠山に向けての調整ランのはず

だった。しかし、その必要はもうなくなった。私はこの 1週間のモヤモヤを振り払うため、ズタボ

ロになるまで、足が潰れるまで走りたかった。その目的は達したと思う。 

1週間前に京都マラソンが終わった。その翌日、2月 17日、マラソン界に激震が走った。東京マ

ラソン一般の部の中止が決まったのだ。まさかだった。ただ、一方で、東京だからだろう、人数、

外国人ともに多い、しかも東京オリンピックもある、ここで感染者が急増、拡大したら大変なこと

になる等々、中止の決定に納得はいった。私はすぐに自分がエントリーしていた 3月 2日開催の篠

山マラソンが気になりホームページを確認した。新型コロナウイルス感染防止の注意喚起はされて

いたが、中止という記載はなく、私は安心していた。外国人ランナーも少ないし、コースは田んぼ

が広がる田舎だ。それほど大騒ぎすることはない。開催されるはずだ。そう楽観していた。ところ

がである。東京マラソンの中止決定により完全に風向きが変わった。2 月 19 日、SNS 上で 23 日開

催予定だった姫路城マラソンが中止になったことを知った。まさか、、、翌 20 日。私は SNS 上で篠

山マラソンを頑張る旨のコメントを載せたところ、すぐさま中止になったとのコメントが返ってき

た。えっ！私はすぐに篠山マラソンのホームページにアクセスした。するとその通り、中止決定が

なされていた。急に気が抜けてしまった。私は 3 月 22 日のさが桜マラソンにもエントリーしてい

るが、これも恐らく中止されるだろう。マラソン大会の実行委員長は自治体の長、つまり市長とい

うことが多い。何かあれば責任問題だ。次の選挙にも影響する。右に倣えの方がよいのだろう。ラ

ンナーファーストではなく、自分の立場ファーストなのだ。ついそんな穿った見方をしてしまう。

シーズンは突然終わりを告げた（さが桜マラソンは 2 月 28日に中止が決定した）。 

 2月 20日、私にとって今年のチャレンジであるウルトラマラソンの初戦、サロマにエントリーで

きた。それはそれでうれしかった。アクセスが集中している中、運よくエントリーできたからだ。

しかしである。エントリー料は皆さんご存知の通り、2 万円近くかかる。1 週間以内に支払わなけ

ればならない。もし、中止になったら 2万円がふっとんでしまう。しかもその可能性は今の社会情

勢から 50%以上だろう。そんな中、支払い期限が迫ってくる。何とも言えない気持ちである（結局、
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中止を予想して断念した）。 

 さて、話を京都マラソンに移そう。タイムマシンでもあったら京都マラソンの走り方も違ってい

ただろう。シーズン最後のレースとなるからだ。ただ、そのようなことはありえない。 

京都マラソンは雨の予報だった。練習や体重の調整もうまくできていなかった。完全に気持ちは後

ろ向きだった。篠山の練習でもいいかと思いながら当日を迎えた。 

当初 5時 47分発の電車に乗り、新田辺乗り換えで京都駅に向かう予定であったが、6時 05 分発、

直Ｑ京都号の京都駅到着予定時間を見ると 6 時 31 分。電車で行くのとほとんど変わらないため、

今回は直Ｑ京都号で行くことにした。予定通り京都駅に到着し、バス乗り場に向かう途中、大事な

ものを忘れていることに気づいた。前日受付の時に購入したバスチケットを忘れていたのだ。私は

かなり焦ったと同時に自己嫌悪に陥った。受付では忘れずに購入したのに、肝心の使用する日に忘

れるとは！バカか俺は！気が動転していた。バスに乗らず地下鉄で行こうものなら烏丸駅での大混

雑、西京極での大混雑に巻き込まれる。5－6年前のことを思い出した。西京極に電車が着くと溢れ

んばかりのランナーでなかなか改札を出られなかったことを。私はいったんバス乗り場にいき、ラ

ンナー誘導係の人に事情を説明するとその場で 230 円払うか、降車の際 IC カードで払うことで乗

れるとのこと。私は安堵した。ランナーの列に並び、乗車。7時 20 分ぐらいに到着。更衣会場であ

る体育館へ向かい、トイレ等済ませ、競技場へ。競技場の周辺は人がわんさか。とてもアップする

ような場所もなく、そのまま競技場内のスタート地点に向かったのだが、雨が降っているため寒い。

S ブロックのランナーの一部はすぐそばの庇のある用具室前で雨宿りをしていた。私もそうした。

気温は 10 度ぐらいあるのに雨だと寒い。鳥肌がたっていた。ほとんどアップもできない状態で雨

の中、キロ 4 分で走らなければならない。自信はなかった。 

寒い雨の中で待つことは苦痛だ。多少震えながらスタート 5分前、8時 55分、車いすの部門がス

タート。そして、9 時。門川京都市長の号砲でやっとスタート。早く走り出して体を温めたかった

ため体を動かせることが嬉しかった。競技場からすぐに五条通に出る。数分でノーベル賞受賞の山

中伸弥教授を発見し、2 年前と同じく今回も「山中先生頑張ってください」と声を掛けた。山中先

生のゼッケンは「山中伸弥」だから後ろからでもすぐに分かるのだ。しかし声を掛けたのは私ぐら

いだった。前回と比べるとかなり痩せていらっしゃった（山中先生は 3 時間 22 分台の自己ベスト

でゴール）。 

私はどんどん先に進み、あまり息が上がっていないことに気づいた。そして、2 キロ地点で時計

を見ると 7 分 48 秒に見えた。息が上がらず、キロ 4 分を切って走れている。今日は調子がいい。

その時はそう思った。その後は、同じようなペースで進み、四条通りから桂川沿いの道に出るあた

り 4キロ地点で再度時計を見たところ、17分ピッタリだった。えっ！一瞬理解できなかった。キロ

4 分 15秒で来ていたのだ。つまり、最初の 2 キロは 8 分 48秒だったのだ。道理で楽なはずだ。私

は多少焦り、ペースを上げた。京都マラソンの前半はアップダウンが多い。息も上がる。5 キロご

とのラップを見ると 20 分以上かかっており、いつもより遅い。下り基調の後半にペースを上げる

ことにした。前回同様、今回も私の高校までのニックネームである「よこまさ」をゼッケンにして

走った。10 キロぐらいまでは、声援はなかったが、10 キロ以降、ちょくちょく見ず知らずの人か

ら「よこまさ！頑張って！」と声を掛けられるようになった。特に後半は若い女性のボランティア

スタッフ（これまた可愛い子が多かったのだが）からよく声を掛けてもらった。スタート前のモチ

ベーションの低さはどこへやら。京都マラソン、出てよかった思えるようになっていた。 
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さて、そうこうしている間にあっという間に中間点。ここで時計を見る。先日の 2月 2日木津川

マラソン（ハーフの部）のタイムが私のフル自己ベスト時の中間点タ

イムと全く同じだったのでよく覚えているのだが、1 時間 23 分 11

秒。この数字が頭にあったため、1 時間 27 分台だったことでちょっ

とショックであった。一体、今日は何がいけなかったのか。自分でも

よくわからない。とにかくペースをもう落とすことなく最後までい

くことだけを考えていた。 

中間点を過ぎ、しばらくすると北山通りを往復する。植物園に入る

手前のエイドで、私は、普段はしないのだが、前のランナーにつられ

て食べ物に手を出してしまった。抹茶味の生八つ橋。しかも２つも手

に入ってしまった。一つでよかったのに。２つも。捨てようかどうし

ようかかなり迷った。結局苦しみながら 2つ目も食べてしまった。そんな苦しみを味わいながら植

物園を出て、次は賀茂川沿いの土手道に入る。雨で地面はベタベタ、ツルツル、ベチャベチャだ。

短い距離だと思いきや意外と長い。3 キロ以上あったのではないか。ここで多少タイムを落とした

と思う。目指すは 35 キロ地点の京都市役所。そこまで行けばあと 7 キロだ。丸太町通りを往復し

河原町通りを下る。35キロ地点を過ぎ、市役所前を大きく Uターン。この時、ちょっと足が重くな

りつつあることを感じた。河原町通から川端通りを上がる。そして今出川通りに入り、銀閣寺近く

の折り返しを目指す。ここが微妙に登坂になっており、重くなってきている足にこたえる。折り返

すと、今度は微妙な下り坂。多少気持ちに余裕が出て、自分以上にペースが落ちているランナーを

抜いていく。すると私の目の前に 2年前と同じ光景があった。黒に赤のラインの入ったランパンラ

ンシャツ姿。身長は 180cm 以上の長身だ。精華 AC のランナーだった。今回も失速していた。そし

て、彼を抜くともう 40 キロ。残り 2 キロの表示板で自分のタイムを計算するとキロ 4 分で行くと

55 分を切れる。急に何か元気が出てきて。ペースを上げることができた。百万遍の交差点を左折し、

川端通りを下がる。京大の傍を過ぎるともう残り 1キロ。数人のランナーを抜いて平安神宮の近く

にきて 42 キロの表示。ラスト 200 メートル。最後のコーナーを曲がるとやっとゴールが見えた。

そして電光掲示板のタイムを見る。なんとか 55 分台でゴールできそうだ。最後の力を振り絞り、

ゴール！いつものように完全燃焼だ。完走証発行の場所であらためて自分のタイムを確認する。そ

して、順位を見てみる。2 年前よりタイムはよくないから当然順位も落ちているが、全力を尽くし

たことで順位はもうどうでもよくなっていた。そして着替えのため、みやこメッセへ入っていく。

まだガラガラだ。着替え終わってさあ帰ろうというタイミングで見覚えのある人が入ってきた。木

津川マラソンで最後に抜かれた、名古屋からきていた Kさんだった。私より速いランナーだと思っ

ていたので意外だった。K さんも私のことを覚えていてくれた。自分のタイムや今後の出場レース

等々の話をして、その場で別れた。またどこかのレースでお会いしましょうと。みやこメッセを出

て、私はシャトルバスに乗りこみ烏丸御池へ。車中からまだ走っているランナーたちをボーッと見

ていた。もうすべてから解放された感覚。これを味わうために走っているのかもしれない。烏丸御

池に着くと私はすぐに地下鉄の駅へ向かった。走れるのだ。全力を出し切っていなかったのか？そ

んなことを思いながら、1 本でも電車を乗り過ごしたくない。せっかちの私は待ち時間が嫌いだ。

急いで駅のホームへ向かった。今日のご褒美であるバターチキンカレーラーメンを食べるために北

大路駅近くのインド料理店へ向かうのだ。5 月のトレイルの大会後に偶然立ち寄ってあまりのおい
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しさにいつかまた行きたいと思っていた店だった。

13 時前に到着し、待望のラーメンとご対面。ゆっ

くりと時間をかけいただき、帰路につく。13時 40

分過ぎに地下鉄に乗り、京都駅へ。京都駅からバ

ス乗り場へ走っていく。またも走れる！間に合わ

ないと思っていた 14時の直 Qバスにギリギリ間に

合い飛び乗った。松井山手駅に 14 時 30 分到着。

私の京都マラソンは終わった。その時はまさかこ

れでシーズンが終わりだとは全く思っていなかっ

たのだが、終わってしまったのだ。 

新型コロナウィルスによるイベントの中止はい

つまで続くのか先が見えない。今のところ、5月 16

日の鯖街道ウルトラ（半鯖コース）にエントリー

しているが、どうなるかわからない。目標が曖昧

だと日々の練習へのモチベーションも微妙だ。こ

のような感覚は初めてかもしれない。ただ、もう

レースを気にせず、故障を気にせず足が壊れるま

で走ることができるともいえるのだ。いつもレースや故障を気にして知らず知らずのうちに限界を

設けていたように思う。今後はウルトラのことも考え練習でも 50 キロ以上走る日を設け、自分の

限界をさらに引き上げていきたい。 

 

 2019 年 12 月 15 日 台北マラソン 

浅利依子 ハーフ 2 時間 38 分 10 秒 ネット 2 時間 34 分 21 秒 

 膝痛に加え、背中のできものなどで結局走ったレースは１つ。この海外レースだけでした。 

ハーフをゆっくりエイドも楽しみながら走りました。ワースト記録更新？ 

２泊３日台北旅行もしっかり楽しんできました。 
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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。 

第１９回 ３月 モクレン（木蓮）  

（ホームコースの５ｋｍ手前左下の集落の端に見事な花を毎年咲かせています・写真） 

白い花が咲くハクモクレン 

に対して、シモクレン（紫 

木蓮）とも呼ばれる。中国 

原産の落葉小高木で高さは 

３～５ｍになる。花期は４ 

～５月でハクモクレンより 

少し遅い。葉が開く前に枝 

先に長さ１０㌢ほどの赤紫 

色の花をつける。花弁は６ 

個であまり開かず、内側は 

色が淡い。モクレンには内側が白っぽい品種にトウモクレン 

（モクレンの変種）、ハクモクレンとモクレンの交雑によっ 

てできた園芸品種群のアグノリア・スーランジアナなどがあ 

り見分けが難しいのがたくさんあります。 

           写真は今年の３月２２日・豊島さん撮影  

 

 

新型コロナに負けるな！！ 

 

日練が、次週から当分の間、休止となりました。 

花見ラン、総会、親睦会と楽しいはずが、今年は 

さびしい季節になりました。 

 

禍を転じて福と為す 

朝の来ない夜はない 

 

 

 

 

 

 


