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月間走り込み大会 2020 年 9 月 

今年の参加者は、男子 36 名（昨年 35 名）、女子 12 名（昨 

年 12 名）合計 48 名（昨年 47 名）でした。男子のトップは 

今坂英夫さんの 312 キロ、女子は谷川琴美さんの 368 キロ、 

全体の走行距離は 7,046 キロ（昨年 7,813 キロ）。事前にみ 

なさんに予想いただいた参加者全員の走行距離で、最も近い 

距離数を予想したのはわたくし北（予想距離 7,000 キロ）で 

した。厳しい残暑、またコロナにも負けず走った・歩いたみ 

なさん、おつかれさまでした。（報告：北） 

 

        単位：km 

No. 氏 名 走行距離 No. 氏 名 実績距離 No. 氏 名 実績距離 

1 谷川 琴美 368 17 藤井 満博 178 33 鈴木ひとみ 110 

2 今坂 英夫 312 18 藤田 邦昭 178 34 奥村 長芳 101 

3 横尾 祐郁 303 19 泉  弘  173 35 坂田 一郎 95 

4 石橋 伸一 270 20 草野 美澄 168 36 坂田 敏子 92 

5 古野  敏 260 21 竹原 絹栄 165 37 西本 明 92 

6 古林   肇 250 22 田實 敬幸 160 38 豊島 博子 71 

7 寺下 敏寛 247 23 香村 久子 156 39 嘉手苅一男 70 

8 竹原 順治 239 24 浅利 良紀 152 40 桜井 外史雄 65 

9 齋藤 正法 237 25 垣中 知子 140 41 原田  豊 65 

10 北  幸史 223 26 森岡  進 140 42 前薗 俊彦 55 

11 浅利 依子 212 27 越本  彰 123 43 井上 福身 53 

12 山口  譲 207 28 藤田 耕平 120 44 森  昌子 35 

13 岡田 陽子 205 29 兼田 政章 116 45 髙岡 三樹子 32 

14 村中  康 205 30 栢木 利和 115 46 髙岡  理 23 

15 梅澤 宗平 187 31 髙岡 元章 115 47 河原 健二郎 20 

16 梶  正人 178 32 宮浦 裕美 115 48 木村 明司 10 

         合  計 7,046 

       平均走行距離 147 

 

 

 

京田辺走ろう会会報 

会長：TEL/FAX：0774-62-7170（石橋） 

E-mail：shinichi19470127@yahoo.co.jp 

   HP： http://ktrc.shinegold.org/  

 

 

mailto:shinichi19470127@
http://ktrc.shinegold.org/
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月間走り込み感想文 

Ｏ今坂英夫（３１２ｋｍ） 

9 月下旬迄、長崎に帰省中でした。上旬は台風接近もあり、あまり走れませんでした。いつもの１２ｋ

コースを週３回と２０ｋランを 1 回、ウオーキングもランの後に５ｋ、叉長崎のジョギングクラブの登

山ツアーに参加、普賢岳（1483ｍ）や雲仙の山々を歩き途中下山してからもランを楽しみました。京都

に帰ってからは何とか３００ｋをクリアーしたいと 1週間でランとウオーキングで１００ｋ頑張りまし

た。毎年、もっと走る人がいる中私がトップになるとは信じられませんでした。毎日コッコッと積み重

ねた結果です。71 歳になり走るペースは極端に落ちましたが、ゆっくりペースで、健康で楽しく、いい

汗をかき続けたいと思います。 

Ｏ谷川琴美（３６８ｋｍ） 

今年も走り込み月間がやってきました。今年はコロナのため、大会も全てなくなってしまい、目標があ

りません。唯一の目標は、自分が決めた距離。去年からウオーキングも入るとのことなので、毎日平均 

８キロ目標にして、日練で１５キロくらい走れたらいいなあと思い、毎朝頑張ってみました。９月は秋

分の日があります。秋分の日には、太陽がちょうど鷲峰山の上から昇ると教えてもらったので、毎朝、

日の出を楽しみに走りました。秋分の日には雲があり、日の出がきれいに見られませんでしたが、太陽

の動きが気になり、冬至にはどれくらい南になっているんだろうと、また楽しみです。ゆっくりゆっく

りのペースですが毎日走れることに感謝しながら、これからも楽しみを見つけて走っていきたいと思い

ます。 

Ｏ藤田邦昭（１７８ｋｍ） 走ろう会と共に 34 年 

走ろう会での 34 年は、正に光陰矢の如しでした。走ることは単調な動作の繰り返しで特別な才能はい

らない。誰にでも走る動作はできますが、それを続けることが出来る人は多くはいません。誰にでもで

きる事を愚直にもやり続けた結果が、走る前、体重７２ｋｇ、血圧１７０～９０、成人病予備軍。走り

と食事を調整し、現在は体重５４ｋｇ、血圧１４５～７５となった。練習会、イベント、合宿、忘年会、

夕涼みの会、これらの楽しい行事に参加する事が勤労の活力となった事は言を待たない。 

 

京田辺走ろう会結成 35 周年記念行事について 

10 月の役員会で検討した結果 記念行事について 

 会報で 35 周年記念特集号を発行する（2021 年 1 年間をかけて） 

 ｏ会員の方に「私と走ろう会」「走ろう会と私」と題して４００字前後の文章を書いていただく。 

 ｏ３０周年～３５周年の残しておきたい活動・記録をまとめる。会報特別号に載せる 

 ｏ記念パーティー・記念行事・記念グッズ等についてはコロナ禍の推移を見ながら検討する。 

→まずは、今年中に「私と走ろう会」「走ろう会と私」と題して４００字前後の文章を書いていただく。 

 

イベント部 秋のハイキング・鷲峰山  １０月３１日（土） 

１．日時 ：１０月３１日（土）８時関屋橋集合    

２．行先 ：宇治田原 鷲峰山（６８２ⅿ） 

３．行程 ：湯屋谷→永谷宗円生家→金胎寺 

→山頂→湯屋谷（約１０㎞ ６時間） 

Ｏ 鷲峰山ハイキング報告     イベント部 

 参加人数 20 名、車 5 台で麓まで移動しての鷲峰山（682M）の 

ハイキングに行ってきました。第一班浅利リーダー、第二班谷川 
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リーダー、第三班古野総合サポーターの元ツアー開始。第一関門の丸太橋全員落下者なしで無事通過。

その後約 2 時間半かけて頂上へ。道中では石橋会長の草花講座、頂上では古野さんの三角点山岳講習会

もあり皆さん濁り始めた目を輝かせて聞いておられました。金胎寺多宝塔を経て宝筐印塔で昼食。その

後金胎寺境内を参拝して下山。最後は家康の通ったといわれる伊賀越えルートを通りゴール。参加者の

皆さんお疲れ様でした。各種行事が制限され目標がなくなりつつある今日この頃ですが、小さな目標と

してモチベーション維持にお役に立てる様今後も行事ができたらと思っておりますので宜しくお願い

します。 

Ｏ １班感想文 

 フルマラソンを走らなくなってから、８年。ハーフも１０ｋｍすら 

も走っていない昨今、体力に自信をなくしていて、参加を迷いに迷って 

いた。が、鷲峰山は、以前には“井上ワールド”のマラニックで走り 

回っていた所だ、と思い切って参加した。 

 「宗円生家」を過ぎたら、いきなりの急な坂道。鯖街道の峠越え 

を思い出させる。“参加しなきゃよかったのに”と後悔すれど、もはや 

山の中。苦しいけれど、這いつくばってでもついていくしかない。“金胎寺まで行けば、くたばってしま

っても何とかなるだろう”と頑張った。 

 汗びっしょりで、何とか林道にでた。そして昼食にありつけた。ひと汗かいたのがよかったのか？ウ

イスキーの気付け薬が効いたのか？体調回復。足腰の痛みも感じない。 ところが、下りの坂道は、石

ころだらけ。履き慣れたジョギングシューズは、底が薄く、足底の痛みがひどい。膝がいやだ、いやだ

と怒っている。結果的には無事に下山することができたが、準備不足であった。それでも、まだまだや

れる。まだまだついていけるという自信がついた。参加してよかった。これからもしっかりと汗をかい

て頑張っていきたい。【ゆっくり走って楽しい汗をかこう】  坂田一郎（77 歳） 

 

Ｏ 2班感想文 梅澤 宗平 

2013年 3月に前に所属していた山の会で登っている。信西塚から登って 

茶宗明神社に下りた。今回かなりの急登と感じたところを下りたわけで 

あるが全くその記憶がない。昔はまだ体力があった。2班はＴ川リーダー、 

Ｔ原さん、Ｔ岡さん、Ｍ浦さん、Ｋ野さんの女性 5名とＭ薗さんと私である。なにかお手伝いする 

場面も想定していたがみなさんお達者であった。今回はコロナの影響を鑑み、自家用車を提供していた

だいたみなさまに感謝しております。 

 

Ｏ 3 班感想文  髙岡 理 

ハイキングと聞いていたのに舗装路を抜けると急登が始まる。 

これはトレイルランに間違えて申込んだかと勘違いした。 

登りきると視線がやっと上向きに回復、周りを見る余裕が出てき

て、山道にある立て看板などからも古い歴史が見えてきた。 

ポケモン GOもこういう初めての場所に行くのは発見の連続で指先

も忙しい。途中で他の人の荷物持つ位は想定していたのだがみんな 鷲峰山途中の道端に咲いていた   

元気なのに驚く。舗装路に戻ると今度は登り返しで離される。   秋の七草 フジバカマ     

全く走っていないせいもあるが周りはいくつだよと思いながらも、何十年前に来たという方もいて走

ろう会の歴史を感じた。 
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☆大会に参加して☆ 

2020年 10月 25日 ロケットマラソン 

古野 敏  男子（70歳以上） 記録 ：４時間２４分５９秒  

平成 25年(2013)９月７日、2020東京オリンピック開催決定。36歳で初めてフルマラソンを走った私

は「70歳でのフル卒業」を２年上方修正し、「2020東京五輪を現役のマラソンランナーで迎えたい」

と思って年１回のフル完走を継続してきました。しかし、コロナ禍でマラソン大会はことごとく中

止。このままではフルを走らない年男の１年になるので、どこか秋に開催されるミニ大会がないか７

月に runnetで検索したところありました！ 

『10月 25日 ロケットマラソン 2020 大阪大会』、淀川右岸新淀川大橋と豊里大橋間約 10.5km区間を

４周（４往復）するというものです。聞きなれない大会名なので、今はやりの「マラソン詐欺」かと

思いましたが近場の大会は他になく、参加費が 5,220円と低額だったので騙されてもいいやと入金。 

種目は多種でフルだけでも 1,000名の参加、６ウェーブ５分ごとの時差スタート。コースはフラット

で嫌な砂利道はない。３周目が一番つらく我慢の連続。４時間２４分５９秒で無事完走。年男の今

年、やっとフル完走でほっとしました。大会運営は簡素ながらスムーズで、この時勢によくぞ開催し

てくれたと感謝の気持ちでいっぱいです。後日、大会 HPで順位を見たら部門（70歳～）２位でした。 

   

日曜練習会 

＊直近の日練参加者数・・毎週日曜・朝 8 時,関屋橋集合 

 １０月 ４日（1750 回）・・４０名  

    １１日（1751 回）・・３９名 

    １８日（1752 回）・・３１名   

   ２５日（1753 回）・・３７名 

＊表彰・・１００回・寺下敏寛（10/25 付） 

 

 

 連絡版（走ろう会の現状をお伝えします） 

  Ｏ 次期・ 役員会・・１１月１４日（土）午後６時～北部住民センターです。 

  Ｏ 次の長距離記録会は 12 月 6 日の予定です。 

Ｏ 現在の会員数 

   令和２年度（2020 年）の会費納入者は、１０月２５日現在 ７０名です。  

走ろう会では毎年の会費納入者数を会員数としています。（令和元年度の会員数は７４名でした）

体協への登録人数は５月１日現在の６０名で報告しています。 

新会員：歓迎・矢野博之さん：宇治市在住 １０/２５日付け 

Ｏ会報の配信について 

  基本は走ろう会ホームページで配信します  毎月１０日の予定 

  ＰＣメールでほしい方はご連絡ください。 

  原稿は当面、石橋・高岡へ月末までに送ってください。 

 

 

 


