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京都に再び緊急事態宣言が(コロナ禍)  

２度目の東京オリンピックは日本選手の大活躍もあり無事終了したようですが、新型コロナウイル 

スの拡大はまさに「感染爆発」の様相です。東京は連日 5000人を超え、大阪も 3000人、全国では 

1日に 2万～2万 5千、全国各地に緊急事態宣言や蔓延防止策が拡大しています。地元京都府も 

1日 500人を超え 8月 20日から 9月 12日まで緊急事態宣言のもと活動自粛が求められています。 

会としても日曜練習会を当面休会に、9月 19日の走ろう会駅伝大会も延期の予定です。 

体協からも小中学校や市の施設等の使用禁止や市マラソン大会やスポーツフェスティバルの中止 

等と共に各クラブ団体の活動自粛が要請されています。 

 

9 月走り込み月間 9月 1日～30日 

会発足当時から続く恒例行事で、1 か月間の走行距離を競うものです 。もともとは秋からのレ

ースシーズンに向けて走る距離を増やそうという主旨で始めたものです。 

2019年からウオーキングも加えておこなっています（但し、練習として歩いた分です） 

Ｏ集計は各自の自主申告制です。各自で距離の記録をお願いします。 

Ｏ日練集合場所に個人目標等記入用紙を強化部によっておいてもらっています。 

Ｏ表彰は、男女トップと会全体の「近いで賞」です。 

無理せずマイペースでやってください。日練は休会ですが記入用紙は 8時・関屋橋に持っていき

ます。 

日曜練習会 

＊コロナ禍対策の為、8 月 29 日の日練より休会とします。 

再開は緊急事態宣言の解除後の日曜からとします。 

＊直近の日練参加者数・・毎週日曜・朝 8 時,関屋橋集合 

 7 月 25 日（1777 回）・・31 名      8 月 1 日（1778 回）・・29 名 

 8 月 8 日（1779 回）・・26 名      8 月 15 日（1780 回）・・13 名 

 8 月 22 日（1781 回）・・33 名      8 月 29 日・・休会 

 

京田辺走ろう会・駅伝大会（案） 秋に予定 

（35 周年記念・新市民駅伝コース決定記念プレ駅伝） 

日 時：2021 年 9 月 19 日（日）諏訪が原公園 ９時  

 

真夏のハイキング（イベント部） 

 行先：三上山（473ⅿ）  8時 JR 棚倉駅集合 

ともにコロナ禍の為秋以降に延期、日程は後程連絡します。 

 

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/  

 

 

諏訪が原公園 

mailto:shinichi19470127@
http://ktrc.shinegold.org/
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連絡版（走ろう会の現状をお伝えします） 

Ｏ 今年の「会創立３５周年」記念として「私と走ろう会」と題して会員の皆様に手記を 

お願いしています。写真なし・字数４００字前後。まだの方はできるだけ早くお願いし 

ます。この１年間にわたって掲載予定（走汗の後方に） 

→今月号より資料部分を掲載していきます。 

Ｏ 現在の会費納入者は６３名(現在の会員数となります)。9/1現在 

Ｏ 次回の役員会は、１０月９(土）の予定です。なお、9月の役員会は北部住民センターが休館のため中

止しました。 

 

 35 周年記念特集 ＜私と走ろう会＞会員の手記 

〇「走ろう会と私」   浅利依子 

３０周年記念誌に書いたウルトラマラソン１４回目？は、２０１７年に第１３回いわて銀河１００㎞チ

ャレンジマラソンで達成することができた。その後ひざ痛その他諸々で１５回目の達成がいまだできて

いない。 

２０２０年今年こそと思っていたらコロナ禍で大会はなくなってしまった。そのかわり、日練の参加回

数が増え、旦那の回数に追いつくという快挙？？これからも日練を大切にしつつ、体力を維持しつつな

んとか１５回目の１００㎞ウルトラ達成を目指したいと思っている。   

 

〇京田辺走ろう会への想いの若干について   浅利 良紀 

 創設期以前から走っているのでキャリアだけは超ベテランということになる。若い頃は勿論のこと中

年期になっても記録に拘って頑張って走っていたが流石の僕も今は違う 

 自分は走ることは基本的に一人で行うものと考えているので日錬に参加しても決して集団で走るこ

とはない。只、同じ一人で走っているにしても日錬だと普段練習している時と比べ何故か気合いが入り

充実（？）したエクササイズが出来るように思う。それだけでも僕にとって走ろう会は大きな意義があ

るといえる。（僕にとって貴重な練習の場である） 

 現在は以前のように速くは走れないし、極端にいえば体型維持のために走っているようなものだがこ

れからも今まで通りストレッチ、マッサージ、アイシング等を丁寧に行い末永く走り続けたい。又走ろ

う会会員の皆様とゆっくり語りあえる機会があればいいなと思っている。 

 

〇 「私と走ろう会」     宮浦裕美 

走ろう会には、ずいぶん前に入会させていただいていましたが、しばらくブランクがありまた一緒に

走らせていただいています。走り始めて、「一、二年練習すればフルマラソン走れるよ。」と走ろう

会に以前居られた方に声をかけていただいたのが、今も忘れられません。最初は自分なりに走り始め

て、少しずつですが大会にも参加するようになり、たくさんの方々と出会い、ありがたく思っていま

す。これからも体力維持の為、細々とでも走り続けられたれと思っています。私にとっては、こんな

に少しずつでも続けられる事があるなんてという思いです。走ろう会の方々には大変お世話になって

います。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 
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 35 周年記念特集 資料・記録編(30 周年以後の記録に一部以前のものを含みます) 

〇市民総体・市民健康マラソン(京田辺走ろう会主管)  

「市民総体  木津川ロードレース大会」の記録 

ＮＰＯ法人京田辺市社会体育協会が年間を通し加盟団体の種目ごとにおこなう市民総合体育大会。加盟

２１団体のうち「走ろう会」だけが４年前までやってきませんでした。（理由は市民駅伝や市マラソン大

会等で積極的に貢献してきたから？）そんな中で、５年前から市民総体としてロードレース大会をやろ

うと始めた大会です。 

その趣旨は：走ることを通じて、市民の健康増進・維持をはかり健康都市づくりの一役を担う。また市

民へのランニング普及をはかる。とし、一方で会の宣伝特に若い世代向けの宣伝を兼ねて行うことにし

ました。 

日時は、毎年４月の第４日曜 木津川サイクリングロード  

種目は１０㎞（男女別、年齢別に４種目）以下は各回の走汗に 

載せたコメントと記録です第 6回より名称の変更（市民健康マ 

ラソン）と３ｋｍの部を設けました。 

 

（第１回・２０１４年４月２７日 晴れ） 

参加者：一般男子８名、壮年男子１８名、一般女子２名、壮年女子４名 計３２名 

＊体協加盟団体（クラブ）で唯一市民総体に参加していなかった「走ろう会」が、初めて取り組んだ市

民総体・ロードレース大会の部です。参加者が若干少なかったのが残念でしたが、市民への宣伝は市の

広報だけでしたのでやむをえないと思います。ただ大会運営は、約 20 名の役員がきっちり役割を担当

され見事に成功したと思います。当日やむなき事情で 6名の不参加がありましたが、エントリー３８名

は第一回としてはまずまずかと思います。なにしろ初めての大会運営です、多くの改善点が出てきまし

た。次回に生かしていきたいと思います。会員の参加：選手２７名、役員２０名 計４７名 

京田辺市民総体・木津川ロードレースの記録 

第 1 回  ２０１４．４．２７ 天候・晴  走者３２名（エントリー３８名） 

種別 1 位 2 位 3 位 

一般男子・８ 西村直記  34：00 満岡佐武郎 39：11 横尾祐郁  42：16 

壮年男子・１８ 武林 誠  41：24 加藤照男  44：19 藤田邦昭  44：43 

一般女子・２ 木村あゆみ 46：09 荒木恵子  50：56  

壮年女子・４ 満岡冨佐子 52：07 中島寛子  53：23 谷川琴美  56：02 

 会員 選手（男子 21 名、女子 6 名） 役員 20 名    計 47 名 

 

（第２回・２０１５年４月２６日 快晴） 

参加者：一般男子７名、壮年男子１６名、一般女子０名、 

壮年女子３名 計２６名昨年、会の総力を挙げて実施した 

標記大会。今回早くも 2回目を迎えました。役員の皆様の 

協力で役割分担もスムースに効率よい運営ができたと思います。昨年の反省から今年は山城大橋付近 

に給水所も設けました。雲一つない快晴の下、ランナーには暑さ対策になったと思います。やや残念 

でしたのは参加者が昨年を下回ったこと。（当日、事情で 3 名が棄権され走られたのは 26 名でした） 

来年は事前の宣伝活動に力を入れたいと思います。スタート時間を 30分早めたことで 11時には表 
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彰・閉会式ができました。会員の参加：選手１９名、役員２３名 計４２名 

第２回  ２０１５．４．２６ 天候・晴  走者２６名（エントリー２９名） 

種別 1 位 2 位 3 位 

一般男子・７ 西村直記  35：34 松本良輔  38：45 満岡佐武郎 39：18 

壮年男子・１６ 武林 誠  41：16 加藤照男  43：39 藤田邦昭  44：36 

一般女子・０    

壮年女子・３ 中島寛子  50：58 満岡冨佐子 52：44 相原みやこ 82：02 

 会員 選手（男子 17 名、女子 2 名） 役員 23 名    計 42 名 

 

（第３回：２０１６年４月２４日 晴れ） 

参加者：一般男子８名、壮年男子１１名、一般女子１名、壮年 

女子１名 計２１名 心配された前夜の雨も上がり薄曇りの好 

コンディションに恵まれました。ただ、残念なことに当日まで 

に体調不良等で７名が棄権され、選手は２１名となりました。  

今年は京田辺走ろう会結成３０周年の記念の年、この大会をさ 

らに発展させるべく宣伝活動を強めました。 市民駅伝時に宣伝ビラ２００枚配布、市の掲示板や北 

部、中部住民センター、中央公民館にチラシ約３０枚貼りだし等の宣伝活動に力を入れ参加選手を増 

やす努力をしてきましたが効果はなかったようです。 

ただ、役員の皆様の一致団結した運営は着実に進歩、各部署で中核となる方が増えてこられました。  

定員７０名でも充分対応できる体制ができたと思います。 

  今年は役員全員が借用した緑のビブスを着用、会の幟など１５本を走路に建て自転車対策としまし 

た。選手の皆さんはやや蒸し暑い中、精一杯快走され爽やかな汗に笑顔が見られました。中には記録

のレベルが高すぎて参加しにくいのではとの声も有りました。 

会員の参加：選手１２名、役員２３名 計３５名 

第３回  ２０１６．４．２４ 天候・晴  走者２１名（エントリー２８名） 

種別 1 位 2 位 3 位 

一般男子・８ 松本良輔  38：05 横尾祐郁  38：24 満岡佐武郎 41：27 

壮年男子・１１ 藤田邦昭  44：52 栢木利和  45：36 長柄博文  45：59 

一般女子・１ 谷川裕美  58：08   

壮年女子・１ 宮浦裕美  60：02   

 会員 選手（男子 10 名、女子 1 名） 役員 23 名    計 34 名 

 

（第４回：２０１７年４月２３日 晴れ） 

参加者：一般男子８名、壮年男子１３名、一般女子２名、 

壮年女子２名 計２５名 今年も快晴に恵まれ、４回連続 

の晴れ。役員体制もほぼ出来上がり小さいながらもいい大 

会に発展してきたと思います。今回はエントリー３０名、 

当日までの棄権者５名で２５名が陽春のサイクリング道を 

駆け抜けました。今回の特徴は役員・選手として参加された会員の方のさわやかな笑顔でした。走ろ 

う会の結束で市民総体・ロードレースをやり遂げたそのことではないでしょうか。会の結束を固めた 
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イベントとして次の会の発展に繋げるものと思います。後は参加選手を増やす事ですが、堤防の道路 

が狭いため５０人前後が適正かと思っています。 

会員の参加：選手１７名、役員２７名・応援２名の計４６名 

第４回  ２０１７．４．２３ 天候・晴  走者２５名（エントリー３０名） 

種別 1 位 2 位 3 位 

一般男子・８ 横尾祐郁  37：46 満岡佐武郎 39：39 内座勇佑  40：32 

壮年男子・１３ 武林 誠  43：26 栢木利和  45：49 藤田邦昭  46：00 

一般女子・２ 豊島博子  60：44 椛島 愛  62：42  

壮年女子・２ 垣中知子  50：37 鈴木ひとみ 56：28  

 会員 選手（男子 14 名、女子 3 名） 役員 27 名＋2    計 46 名 

 

（第５回：２０１８年４月２２日 晴れ） 

 参加者：一般男子６名、壮年男子１６名、一般女子２名、壮 

年女子６名 計３０名 今年も快晴に恵まれ、５回連続の晴れ。 

今回はエントリー３２名、当日までの棄権者２名で３０名が初 

夏（？）のサイクリング道を駆け抜けました。今回の特徴は予 

想最高気温 30℃との闘いと自転車対策。給水の充実や氷の準備 

など、役員・選手として参加された会員の方の協力もあり準備活動も敏速に行われました。選手の皆さ

んも皆汗だくながら元気に走り抜かれました。今回は最終ランナーで６６分台とかなりハイレベルな大

会となりました。会員の大半が役員・選手として参加され、走ろう会の結束をたかめた大会ともなりま

した。一部道路が改修され広くなりでこぼこの少ない舗装になりましたが依然狭い道もあり自転車量の

増加の中残りの改修も早くやってほしいものです。後は参加選手を増やす事ですが、堤防の道路が狭い

ため５０人前後が適正かと思っています。 

会員の参加：選手２１名、役員２７名・応援３名の計５１名 

第５回  ２０１８．４．２２ 天候・晴  走者３０名（エントリー３２名） 

種別 1 位 2 位 3 位 

一般男子・６ 原 尚司  41：42 久保田哲也 44：12 清水康次  45：19 

壮年男子・１６ 空門卓次  43：28 小路義久  43：47 武林 誠  45：02 

一般女子・２ 安福真理子 62：20 豊島博子  66：16  

壮年女子・６ 垣中知子  51：49 中島寛子  56：05 鈴木ひとみ 59：09 

 会員 選手（男子 14 名、女子 7 名） 役員 27 名＋3    計 51 名 

 

（第６回：２０１９年４月２１日 晴れ） 

 参加者：一般男子７名、壮年男子１３名、一般女子１名、壮年 

女子３名  壮年男子３ｋｍ３名、壮年女子１名   計２８名 

今年も天候に恵まれ、６回連続の晴れ。過去 5回の大会を総括し、 

今回より、より市民の方が参加しやすい大会へと内容を変更しま 

した。まず、名称をより親しみやすい「健康マラソン」に、さら 

に３ｋｍの部を創設。思い出に残る記念品をと参加賞を工夫したり・・。   

役員体制も今年は各部署の責任者を決め、その責任者のもとスムースに動けたと思います。ただ残念な
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のは多分増えると予想した参加選手が例年と変わらなかったことです。堤防の道路が狭いため５０人前

後が適正かと思っていますが、後は参加選手をどう増やすかです。 

今回エントリーは３４名でしたが、当日までの棄権者が６名あり２８名が初夏（？）のサイクリング道

を駆け抜けました。今回の特徴は新しく新調した走ろう会のビブス（黄色）を着用しての自転車対策。

選手の皆さんは皆汗だくながら元気に走り抜かれました。今回も会員の大半が役員・選手として参加さ

れ、走ろう会の結束をたかめた大会ともなりました。なお、走ろう会より選手１９名、役員２７名の計

４６名が参加されました。 

第６回  ２０１９．４．２１ 天候・晴  走者２８名（エントリー３４名） 

種別 1 位 2 位 3 位 

一般男子・７ 横尾祐郁  38：44 清水康次  42：11 梶山幸一 42：40 

壮年男子・１３ 小路義久  43：20 梶 正人  43：55 空門卓次 44：12 

一般女子・１ 豊島博子  67：09   

壮年女子・３ 中島寛子  55：24 谷川琴美  59：50 宮浦裕美 64：09 

 会員 選手（男子１５名、女子４名） 役員２７名＋α    計４６名 

 

３ｋｍ 1 位 2 位 3 位 

壮年男子・３ 茨 信男  16：02 坪倉修二  16：09 梅澤宗平 22：45 

壮年女子・１ 香村久子  17：27   

 

（第７回：２０２０年４月１９日 ） コロナ禍の為中止 

 

 

（第８回：２０２１年４月１８日 晴れ曇り・強風下） 

今年の大会はコロナ禍に振り回された大会となりました。昨年の中 

止から、今年はどうするか。実施を決めたのは 3月初め、第二次緊 

急事態宣言が解除され関西の感染者数も大幅に減りワクチン接種も 

視野に入り大丈夫という意識が広がっていました。ところが 3月末 

頃から各地でリバウンド・第４波に突入、大阪は連日１０００人を超 

える状態に。そんな中での大会はコロナ禍対策に集中。まず、マスクの着用・アルコール消毒液の準備・

３密防止から始まり、給水の廃止（代わりにペットボトルの水を配る）、携帯マイクの購入、マスク３枚

入りの参加賞、スタート時は早い方から順に並んで頂くなど様々な工夫を凝らして内心ドキドキの大会

となりました。それとは裏腹に宣伝等の準備不足で心配していた参加者数は過去最大の 43 名がエント

リー、コロナの問題か前日までに 3 名、当日 3 名の 6 名が棄権され 37 名が元気に笑顔で完走されまし

た。今回より表彰を 3人以下の部門は 1位のみとしました。又自転車の増加は危険を伴い今後の大きな

課題となりそうです。役員の皆様もすっかり要領を自覚されテキパキと動かれていました。また、前日

の雨は事前に予測されていたので、看板設置や距離測定等の作業は急遽金曜日に変更して行いました。

当日は何とか天候も持ち直し強風の下でしたが実施出来ました。その日の夕方の雨（小雨でしたが）を

考えると何とも幸運な 1日でした。往路は追い風、復路は強い向かい風で選手の皆さんは苦労されたよ

うです。走ろう会からは 80歳前後の 2人のランナーが見事好記録で完走されました。 

当日の、会員の参加は役員 30名・選手 17名の 47名＋αでした。 
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第８回  ２０２１．４．１８ 天候・晴曇り 走者３７名（エントリー４３名） 

種別 1 位 2 位 3 位 

一般男子・９ 西村竜也  38：28 梶山幸一  39：56 岡本仁志  47：41 

壮年男子・１８ 横尾祐郁  41：40 小路義久  43：44 梶 正人  45：55 

一般女子・２ 村田ちか子 48：37 植城真美  51：08  

壮年女子・３ 浅利依子  51：32 谷川琴美  62：33 宮浦裕美 64：02 

 会員 選手（男子１３名、女子４名） 役員３０名＋α    計４７名 

 

３ｋｍ 1 位 2 位 3 位 

壮年男子・３ 衛門良幸  13：57 松内正信  14：10 片山雅人 17：26 

壮年女子・２ 佐藤季美  17：41 香村久子  18：06  

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


