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☆ 長距離記録会 ☆ 

3月 4日（日） 晴れ スタート時 気温 9.9度 

10キロ 5キロ 

田實 敬幸 48分 36秒 坪倉 修二 34分 33秒 

梶 正人 50分 36秒 岡田 陽子 42分 8秒 

垣中 知子 50分 55秒 坂田 敏子 47分 20秒 

藤田 耕平 51分 30秒 2キロ 

石橋 伸一 51分 31秒 木村 明司 13分 37秒 

森岡 進 55分 39秒 10キロ 

満岡 政明 56分 45秒 藤井 満博 1時間 10分 16秒 

古林 肇 57分 10秒 豊島 博子 1時間 11分 29秒 

齋藤 正法 57分 25秒 兼田 政章 1時間 11分 58秒 

満岡 冨佐子 59分 35秒 梅澤 宗平 1時間 14分 55秒 

越本 彰 1時間 0分 23秒 香村 久子 1時間 18分 15秒 

坂田 一郎 1時間 4分 14秒 松本 晃 1時間 20分 

竹原 絹栄 1時間 8分 20秒 山口 譲 1時間 21分 56秒 

高岡 元章 1時間 9分 22秒 前薗 俊彦 1時間 33分 28秒 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

横尾祐郁 京都マラソン 2 月 18日（日） 

2 時間 52 分 18秒（グロス）総合順位 161 位/11525 人 男子 45～49 歳の部 14 位/2048 人 

 京都マラソン。私は過去に 2 回、京都マラソンの旧コース（狐坂コース）を走ったことがある。しかも 2

回とも良い思い出はない。1 回目は膝が痛くなり、39 キロぐらいから歩いた。2 回目は歩くことはなかっ

たが、あの狐坂からの下りが足に響いたのか、ラスト 10 キロぐらいで大失速。それまでで一番しんどい

レースであった。京都のコースは前半が登り基調であることも印象が良くない理由の一つだ。数年前か

ら狐坂コースはなくなったが、やはりアップダウンのあるコースはあまり好きではない。そういう訳で当

選してもやったー！という喜びはあまりなく、まあ久しぶりに走ろうかという程度の気持ちであった。

どちらかというと 2 週間後の篠山 ABC に体調を合わせようかとも思っていたくらいだ。しかし、篠山は

毎年天候が不安定だ。やはり、京都に合わせるべきだろう。12 月 23 日の加古川マラソンから 1 か月以

上も練習、調整期間がある。再度練習を積み、十分に調整可能な期間だ。その間に枚方ハーフ、木津川

マラソン（ハーフ）で調整できる。私の気持ちを前向きにさせてくれたのは、ベストタイム 2時間 40分台

のラン友 N さんの言葉だ。私が京都を走るのを聞いて、N さんは「私のベストは京都なんですよ」と。え
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っ！あのコースで！私はその言葉を聞いて自己ベストが出せるコースなんだ、自分もできるかもと思え

るようになった。今回の練習・調整法は、「40 代から最短で速くなるマラソン上達法」 （SB 新書)の著者、

陸上素人のサラリーマンランナー本間 俊之さんのやり方を取り入れた。4 週間前 40 キロ走、3 週間前

30 キロ走、2 週間前 20 キロ走、1 週間前 10 キロ走。それとタバタ式トレーニングだ。タバタ式（20 秒全

力 10 秒休憩を 8 セット、つまりたったの 4 分、これを週に 2 回、6 週間続ければ瞬発力と持久力が両方

向上するというもの）は以前から気になっていたが、本間さんは 20秒のところを全力ダッシュしていた

ので、これなら私でもできると思い、通勤ラン時に 8 セットと言わず、10 セットぐらい行い、週 2 回では

物足りず毎日行った。調整はうまくいっていたのではないだろうか。それと体重の管理も順調であった。

いつも 1 週間前ぐらいから練習量が減り、前日、当日のカーボローディングで多少体重が増えてしまう

ことが、気がかりであったが、今回は前日計量時にそれほど体重も増えておらず、軽い状態で本番を迎

えることができた。 

 さて、レース当日。今回は、前日受付時に京都駅からのバスチケットを購入し、シャトルバスを利用した。

過去 2 回、西京極駅まで阪急で行ったが、駅での大混雑に閉口したからだ。京都駅では、15 分ぐらい待

って乗車できた。バスの到着場所は、更衣室となっている体育館のすぐそばであり、今回は実にスムー

ズに移動ができた。到着後からスタート時間までトイレやアップ等々特に問題となることはなかった。一

つ気がかりだったのは寒さだ。天気は快晴だが寒い。天気予報でも気温はあまり上がらないとのこと。

確か 5－6 度ぐらいではなかったか。今シーズンはどのレースも寒い。私にとっては 10 度前後ぐらいが

ベストだが、仕方がない。 

 今回は瀬尾さんやサブスリーのラン友、上記 Nさんや Oさんと一緒だ。スタートまでの待ち時間、恐ら

くみんな同じ S ブロックにいるだろうと思い、近辺を見渡したが、誰も見つけることはできなかった。ち

ょっと寂しい気持ちではあったが、マラソンは結局一人でやりきるしかない。自分のベストを尽くせばよ

いのだ。そして、すべてから解放されるゴールでお互いの健闘を称え合う。42.195 キロを同じくらいの

ペースで走り切る同志が今回はたくさんいる。最高ではないか。私はそんなことを考えながらスタート

を待った。 

 そして、スタート。今回はキロ 4分にペース設定した。以前であればキロ 4分なんてとても無理だと思

っていたが、12 月の加古川でキロ 4 でも結構いけるのではという気持ちになっていた。自己ベストを狙

う、2時間 50分切りを狙うにはキロ 4でいくしかない。最初の 2 キロは 4分 15秒ぐらいだったと思う。

しかし、それ以降は計測せず、周りのランナーに合わせて走っていた。体はあまり軽くはなかったが、自

分と同じくらい、もしくは多少速いランナーに合わせ走っていった。4 キロあたりだろうか。まずは O さ

んを発見。声を掛け、先に進む。O さんは今回、慎重に走っているようであった。まだまだ序盤。私ももう

少しペースを落とした方がよいかな、あとで抜かれるかなと思いながら走る。次は 6－7 キロあたり、嵐

山高架橋を下りたあたりだったと思う。前方に見慣れたフォームのランナーを発見。瀬尾さんだ。足の

具合や体調があまりよくないと聞いていたので、いつもの走りを見て安心した。そして、一条通りに入

る。この通りはアップダウンがそれなりにある。私は、京都マラソンのコースは 15 キロあたりまでが登り

基調でそこを過ぎれば下り基調になると記憶していたので、とにかく 15 キロまでが辛抱だと自分に言

い聞かせて走っていた。仁和寺のあたりで後ろから N さんが私に声を掛けてくれた。私を抜いていくの

だろうと思っていたら私が先にいってしまった。そして 15 キロを過ぎ、このあたりが一番高いところだ

なと思われる地点に到達し、気持ちがかなり楽になった。 

 その頃だったと思う。私のゼッケンを見て応援してくれる人がいたのは。今回私は初めてゼッケンに
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自分のニックネームをプリントしてもらった（エントリー時にプラス 500 円でできる）。苦しい時に応援で

元気になれればと思ったからだ。ニックネームは、中学・高校時代の「よこまさ」だ。私は当初、ゼッケン

を見て声を掛けてくれる人がたくさんいるだろうと甘い考えを持っていたのだが、実際はそうでもな

かった。その 15 キロ前後のあたりで、しかも沿道の人ではなく、大会スタッフのおばさんに「よこまささ

ん！」と声を掛けていただいたのが、最初だったような気がする。その後は、女性からは同じように「よ

こまささん！」と声を掛けられる機会が増えたが、多くはおば様方からだった。若い女性からの黄色い

声援は少なかったなあ。男性からは「よこまさ！」と図太い声を掛けられ、一瞬、昔の友達かと思い、振

り返り目と目が合ってお互い笑顔になる。この瞬間だけ友達になった感覚。何とも言えない嬉しさを感

じるのと同時にこんなに寒い中応援してくれてありがとう、という感謝の気持ちが湧いてくる。我々は

走っていて体が温まっているのに、応援の方が余程寒いだろう。そうした応援の方々への感謝の気持

ちが湧いてくると今度は大会スタッフの方々への感謝も改めて感じるようになった。都市型のマラソン

は川沿いのレースより格段に多くのスタッフが必要だ。京都マラソンでも白いパーカーを着たスタッフ

の方々が沿道で私たちランナーのために仕事プラス応援までしてくださっている。そのように思える

ようになると沿道からの声援にも「ありがとうございます」「頑張ります」と返せるようになっていた。 

そうこうしている間に北山通に入って中間点を過ぎ、電光掲示板でタイムを確認すると 1時間 24分台

であった。同じペースで最後まで行くと夢の 40分台だ。まだまだ私の足は元気だった。しかし、しばらく

すると、いつもの膝の違和感が出てきた。それまでほとんど抜かれることはなかったのに 24 キロあた

りで 4－5 人のグループに抜かれてしまった。明らかにペースが落ちていた。そしてその違和感は痛み

に変わり、特に府立植物園に入ると痛みでフォームもくずれていた。その時「横尾さん！」と声が聞こ

え、一瞬、視界の隅に穂満さんらしき人ように見えた。えっ！と思い後日、日練の際、お聞きしたところ

やはり、その通りであった。たくさんのランナーが走る中、サングラス姿の私を発見して声を掛けてくだ

さったのだ。感謝です。私の膝の痛みはしばらくすると引いてきて、30 キロあたりの賀茂川沿いを走っ

ている時に逆にペースが上がってきて快調に走れていることが自分でもわかった。しかし、それも束の

間。35キロを過ぎて丸太町通に上がっていくとコースがちょっとした登りになっていることもあり、疲労

が重なりペースが落ちてきた。そこからまた川端通、東大路通、そして銀閣寺へ向かう今出川通まで登

り基調のコースだ。足が徐々に重くなってきた。この頃キロ 4 分 15 秒ぐらいまで落ちていた。今出川通

に入ればもう後 4キロほど。そして今出川通りの折り返し地点を過ぎればあとはゴールまで下り基調だ。

私はその折り返し地点まで、まだかまだかという気持ちで走っていた。そして前方に、数年前走った時

と同じ風景が目に入ってきた。折り返し地点はあそこに違いない。重かった足が徐々に元気になってき

た。そして、ついにその折り返し地点まで来ると下りになったこともあり、私の足は軽くなってきた。もう

あと 3 キロぐらいだ。私はまだその近さが信じられなかった。なぜなら 5－6 年前に最初に走った京都

マラソンでは膝が痛くなり、その辺りから歩いていたからだ。とぼとぼ歩いて何人ものランナーに抜か

れた。走ろうにも痛くて走れないのに沿道からは「頑張れ！走れ！」という声。ゴールまでがとても長

く感じられた。それが今は、多少足は重いが、軽快に走っている。あとたったの 2－3 キロ。ラスト 2 キロ

地点で私は自分の時計を見た。2時間 43分台だっと思う。キロ 4分でいったら 51分台、もう 40分台は

無理だが自己ベストだ。私はそこでもう一つの目標に切り替えていた。51 分台もしくは 52 分台前半で

のゴールだ。私の以前からの目標の一つが年齢別ランキング 100 位以内。これはかなりハードルの高い

目標だ。何しろマラソンブームのせいで 100位のタイムは年々上がっているのだ。数年前なら私の年齢

で 100 位のタイムが 56～58 分台だったのが、今では 52 分前半で走らないと 100 位以内には入れな
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い。私は昨年、53 分台後半で 117 位だった。その頃は 52 分台前半などどうやったら出せるんだろうと

思っていたが、今日はそのチャンスだ。私はペースダウンした前方のランナーを一人また一人と抜いて

いった。ラスト 1 キロあたり、前方にスタート時点から抜きつ抜かれつしながら走って、いつの間にか先を

越されていた精華 AC の長身ランナーが見えてきた。彼のペースはかなり落ちていた。マラソンは分か

らないものである。あれだけ快調に見えたランナーであっても突然失速してしまう。しかももうあと少

しでゴールというところで。私は彼を抜き去り、そして最後のコーナーを曲がった。前方には、平安神宮

の大きな鳥居とともにゴールが目に入った。そして、最後の力を振り絞りダッシュした。そして、ゴール。

全力を出し切った。私はフラフラしながら数十秒後に自分の時計を止めた。その時でも 52 分台であっ

た。自己ベストだ。タオルを肩から掛けられ、渡されたスポーツドリンクを一気に飲み、チップを外しても

らう。ハーハーハーとまだ呼吸が荒い。気管を確保するため、まだ上を向いていた。そして、給食を手

に取り、バナナを口にする頃からやっと呼吸が落ち着いてきた。完走証の受け取り場所へ行き、渡され

た完走証で自分のタイムを確認した。グロス 2時間 52分 18秒。ネットでは 52分 8秒。自己ベストだ。年

齢別 100以内は恐らく確実だろう。私は充実した気持ち、そしてすべてから解放された気持ちで更衣室

へ向かった。 

大会レポート       浅利依子 

 第９回びわ湖レイクサイドマラソン 2018  

２０１８年２月２５日（日） 

      １２キロ １：０６：４９（ネット１：０５：４９） 

 びわ湖を眺めながら気持ちよく走りました。ハーフと１２キロの部があり、スタート地

点が違うので一緒に行った皆さんと同じ１２キロの部に出場。ｋ６分位で走るつもりでし

たが終わってみたらＫ５分半で走れていたので満足です。年代別１０位/73 というきりの

いい数字もよかったです。 

第４０回京都ロードレース大会  

２０１８年３月１８日（日） 

ハーフマラソン １時間５９分００秒グロスのみ 

 

 初めての大会ということで早くに到着（１０時半頃）ハーフスタートが１２時５０分。

高岡さん親子、西本さん、下泉さん、河原さんが審判役員として参加されていたので、沿

道で何度も（３往復のコース）応援してもらい力になりました。また昔のランナー仲間に

会ってコース上でエールを交わしたりという出会いもありました。 

２０キロでタイムは１時間５３分１３秒で、もしかしたら２時間切れるかもと最後必死の

パッチで頑張り２時間ぎり達成。手元時計は１時間５８分５７秒。 

こちらもおわってみれば年代別７位ときりのいい数字でした。  

 

☆ 大会参加報告 ☆ 

３月１１日（日） 名古屋ウィメンズマラソン 香村久子 ５時間３５分５４秒 


