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新年のあいさつ 令和５年 元旦 会長 藤田耕平

新年明けましておめでとうございます。

先ずは会員皆さま方の、ご健勝とご多幸を祈念申し上げます。

昨夏よりコロナの行動規制も緩和の方向で進んできていますが、とても終息とはならず

寧ろ増加傾向に歯止めが掛かっていない状況が続いております。

重篤化に於いては、以前ほどの状況にはない為、今後とも色々な活動は再開されると思いますが、

体調管理を万全にして頂き、罹患しないよう自己防衛に留意して下さい

さて、昨年は役員改選に於いて、新しい方式を取り入れて行いました。

まだ、キッチリした組織だてにはなっていませんが、出来るだけ全員で支えあって、運営が出来ればと

思っている次第です。新しい取り組みとして既にお話しておりますが、強化部ではぺース走を取り入れ

て走力ＵＰの計画をして頂いております。又他の部（イベント部・親睦部等）に於いても、会員様のご

意見を聞きながら、出来る限り楽しい“走ろう会”として、活動して行きたいと考えています。

又従来通りの部分ではありますが、ゆっくり走って楽しい汗をかき、先ずは健康管理を大切にして

会員全員が生涯現役を目指して頂きたいと願っています。

役員体制の充実

走ろう会の役員改選＆役員体制について

昨年は永らく引き継がれてきた役員改選を、選挙による投票制とし一定のルールに則っての改選方法に

変更しました。改善になるか？改悪になるか? は、今後の運営次第になるのかなと思います。

今後とも不具合などがあれば、随時改善しなければと考えています。

会員各位からのご意見も伺いながら、全会員参加型の新しい取組みも進めて行きたいと思っております。

又従来は、次席となる副部長が明確にされないままとなっていましたが、今回からは各部長の選任で指

名とし、各部の副部長の方には快く引き受けて頂きました。“走ろう会”の運営・活動については、会

員皆さま方のご協力の下、安全で安心＆そして楽しく生涯現役でいられる“走ろう会”にして行きたい

と願っております。今後共ご協力の程、よろしくお願いいたします。

新役員体制を改めてご報告させて頂きます。※敬称略

会長 藤田耕平 副会長 石橋伸一

事務局長 村中 康

会計 部長 浅利依子 副部長 草野美澄

イベント部 部長 北 幸史 副部長 谷川琴美

親睦部 部長 兼田政章 副部長 桜井外史雄

強化部 部長 梶 正人 副部長 日下部吉昭

記録・広報部 部長 髙岡元章 副部長 窪田龍郎

会計監査 加藤照男

京田辺走ろう会会報

会長：TEL：090-2729-6686（藤田）

E- mail：k.fujita.run@gmail.com
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新春初詣ラン １月３日（火）甘南備山

早朝冷え込みましたが見事な快晴の下、関屋橋８時集合で行いました。昨年より甘南備山（神社）に

コース変更。市の文化協会主催の新春甘南備山初登りに合流（時間差があり我々が早く到着）する形で

実施。山頂神社前で記念写真（今年も市長さんと）後、皆さん思い思いの願いを込めてお詣りし、市内

の展望を楽しんだ後一旦解散し各自のペースで下山しました。

当日参加者２３名 うち山頂参拝者１７名でした。

写真

左・・関屋橋

右・・甘南備神社前

真中が上村市長

年末長距離ラン １２月２４日（土）イベント部

2022 年 12 月 24 日、走ろう会年末ランに参加。

２年間はコロナ禍で中断していた伝統の年末長距離ランコースで、

嵐山渡月橋をスタートしていつもの集合場所の関谷橋までの 30 ㎞

を走りました。

新田辺駅集合時は、藤田耕平さん、竹原絹栄さん、谷川さん、草野さん、齊藤さん、今坂さん、村中さ

んと私の８名でしたが、日下部さんがスタート地点の嵐山渡月橋南端から１１㎞先の昼食休憩所の太陽

の家で合流して 9 名になり、１５㎞地点では前方から髙岡元章さんがお出迎えいただいて１０名の参加

者となりました。

私は始めての参加で少し緊張していましたが和気あいあいとしたランは距離を感じさせない楽しいラ

ンになりました。

日下部さんは出町柳から嵯峨嵐山駅までの１１㎞を走って合流せんとしましたが嵯峨嵐山駅では合流

できずに太陽の家で追いついたとのこと、素晴らしい脚力です。

前半は太陽の日差しを浴びて暑い位だったのに後半は雪がチラつき向かい風も強くなりこの季節なり

の寒さを実感するランになりました。

この気象の悪化に齊藤さんが参加者の体調を心配してさくらであい館に自分の車を用意すると申し出

て、ハイペースで先行されたのにはほんとにびっくりしました。

８０歳を超えてもこのスタミナと気力に他の参加者全員が感動し見習いたいものと改めて思った次第

です。

さくらであい館からは追い風のおかげで、齊藤さんが用意してくれた車にお世話になることもなく最後

の１０㎞を走り切り関谷橋にゴールすることができました。

普通の LSD ペースよりゆっくり目のマラニックでしたが距離をしっかり踏むことが出来、年明けのマラ

ソン大会に向け良いトレーニングになりました。

参加者の皆さんありがとうございました。そしてお疲れ様でした。

来年もよろしくお願いいたします。（窪田龍郎）



第５５1 号 ２０２３年（令和５年）１月１０日発行

3

長距離記録会 １２月４日（日）強化部

【長距離記録会】

【ペース走のお知らせ】

走力アップを目標としたペース走を実施します。初回は、1月 15 日の練習会で、キロ 5分ペースで

10km 走ります。ペースランナーは記録部の梶が務めます。最後までついてこれなくてもいいので、

できるだけたくさんの方に参加していただきたいです。 ご協力をお願いします！

大会報告

【第 30回福知山マラソン】 日下部 吉昭

2022/11/23(水・祝) グロス 3:50:07（ネット 3:49:39)

11/23(水・祝)に走った福知山マラソンの感想です。

当日は雨でしたが、気温は 11～13 度位で推移し、トラブルなく足を動かすことができれば良いタイム

で走れるコンディションでした。想定通りに走れたのは 20km 強でタイム的には残念な結果でした。残

念な結果に終わった原因は 2 点ありました。

・直前練習で厚底シューズの使用頻度が高かった

・ 10:30 スタートの大会に対して、食べ過ぎの状態で臨んでしまった

ハーフまでは想定通りのペース(キロ 4分 40 秒台前半)でしたが、脚の疲れがいつもより早くやってく

るように感じました。大会当日のシューズがカーボン入り厚底シューズ(ナイキ ズームフライ)だった

ことと不安を抱えているアキレス腱へのダメージが小さかったため、カーボン無し厚底シューズ(アシ

ックス エボライド)を主に練習してきました。しかしながら、このことが裏目に出て、前脚に疲労が

残った状態で大会に臨んでしまった様です。その後、23km で右脇腹に激痛がやってきました。激痛はキ

ロ 6 分までペースを落としても収まらなく、35km 付近まで続きました。その後は痛みが収まり、最後の

坂はキロ 5 分 40 秒でカバーできたので、食べ過ぎが原因だったのはないか思います。

普段の練習は朝 5～6時スタートで、練習前は走る距離が 20km 以内の時は何も食べない、30km 走でも食

パン 1 枚程度でした。福知山マラソンはスタートが 10 時半と遅めの大会なので、当日は朝 5時に調理

パン 2 個、8時半におにぎり 3個食べて臨みましたが、多過ぎた様です。

福知山マラソンは私設エイドが多く、元気な中高生の応援にも励まされ、ファンランとしての参加でも

楽しめる雰囲気でした。3年ぶりのフルマラソンでしたが、リアル開催の素晴らしさを改めて感じるこ
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とができて良かったです。11/23(祝)開催で平日に挟まれると調整が難しいですが、今度は想定通りに

走れるように準備したいです。

【2022 八幡市民マラソン大会】 髙岡 元章

開催日 2022.12.4(日）ハーフ 2 時間 32 分 12 秒 総合順位 400/540 人中 天候:曇り 気温 9.4 度

日々の練習がなかなかできない中で 2月の木津川フルの完走のために、この八幡ハーフと年末の長距離

ランに参加する計画。八幡市民ハーフは制限時間が 2時間半なのでキロ 7分のペースで走らなけらばな

らない。日頃の日練では 10kmまでの距離でもっとゆっくり楽々ペースで走っているので 1か月前から

は 15km以上の距離を前半はゆっくりで後半は 7分のぺースで走ってレースに臨んだ。レースは何とか

キロ 7分を守って走ったが終盤、「あと 2.5キロです。ガンバッテ」の声に惑わされてキロ 8分で行け

そうと勘違い。しばらく走ると「あと 3K」の表示が??? 一度緩めたスピードの回復はなかなか戻せな

い。残り必死で走ったが目標を少しオーバーしてしまった。年末ランの参加と 1月にもう一度 30kmを

走ってフルに臨みたい。

【沖縄１００Ｋｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ】 髙岡 理

〇開催日 2022.12.18 (日) 〇ネットタイム 13 時間 41 分 36 秒 〇総合順位３３０位

朝の 5 時スタートで制限時間 14 時間の 100kmｳﾙﾄﾗ。10 月と 11 月に自分としては

よく走って月間約 100km、12 月は風邪気味でウォーキングのみだったが折角の沖

縄のレース、3 泊 4 日で暖かいところに旅行して風邪を直すつもりで参加した。

那覇空港からモノレールに 10 分ほど乗った県庁前からシャトルバスに 30 分乗って

スタート地点の与那古浜公園へ。朝は風強く体感 5℃、最高気温は 16℃と沖縄では

非常に寒いがレースとしては走りやすい天候であった。50km まで 6～7 分/km、50～

70km は約 8分/km、70km 以降は膝が痛くなりほとんど歩いてしまった。次は 100km

を歩きなしでリベンジしたい。

【寛平マラソン(ハーフ)】 梶 正人

２０２２年１２月４日 記録：1:43:07

初めて参加しましたが、とても楽しい大会でした。

間寛平ちゃん、たむけんをメインに吉本芸人が多数来て大会を盛り上げてくれ

ました。レースはキロ 5 分を超えないように、でも無理せず走りましたが、目

標の 100 分切りには届きませんでした。天気もよく気持ちよく走れましたが、

仮装ランナーが思いの外少なかったのは意外でした。そんな中、私はド

ラゴンズのユニフォームを着てドアラの耳を付けて走りました。レース中はや

やウケくらいでしたが、レース終了後上品なご婦人に一緒に写真を撮ってくだ

さいと頼まれてついでに添付の写真も撮ってもらいました。こんなことは初め

てです。ハーフ以外のレースもあり、吉本の連中ステージでずっと盛り上げて

くれて、見物者も多く来年以降も参加したいと思ったレースでした。

【三重松阪マラソン】 梶 正人

２０２２年１２月１８日 記録:グロス 4:19:39(2618 位)ネット：4:16:47
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この大会も初の参加です。三重県唯一のフルマラソンということで、瀬古さ

んと地元出身の野口みずき、招待選手として川内優輝も呼んで、盛り上げよ

うとする姿勢を強く感じました。私は福知山、寛平に続き、無理をしない姿

勢で臨みました。参加者がとても多く、いつまでたってもランナーがバラけ

ませんでしたが、キロ 5 分 15～30 秒で走り続けました。前半は街を走って風

も気になりませんでしたが、後半市街地や農耕地に入ると風の影響をかなり受けて、体感温度がかなり

低くなり、途中脱いでいたポリ袋をまた着て体温維持を図りながら走りました。今回は筋肉や関節の痛

みが出ず体調はよかっ度か攣りそうになり、その度に最近再購入したクランプストップというサプリを

飲んでしのぎました。これは薬ではありませんが不思議に効きます。途中 2 回ほどトンネルを超えるの

ですがライトアップやスライドを上映して真っ暗闇にならないように工夫されていました。エイドは松

阪牛など地元の食材もあり楽しめました。ボランティアの高校生も声をからして応援してくれました。

このようにランナーに対するホスピタリティが強く感じられる大会で、感謝感激です。また中部地区と

いうことで、今回もピンクドアラの格好で走りましたが、期待通り私への応援が多く気分がよかったで

す。失速はしましたが、最後までボロボロにならずに完走できました。ただ、終始無理をしなかったこ

とと、寒さと風で体力が奪われたためか前回の福知山をわずかに下回ってしまいました。今シーズンの

フルはあと二つ、いずれかでサブ 4 が達成できるようがんばります！

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

１１ 月 １３日（1840 回）・・２７名 １１月２０日（1841 回）・・２２名

１２ 月 ４日（1842 回）・・２６名 １２月１１日（1843 回）・・２４名

１２ 月 １８日（1844回）・・２５名 １２月２５日（1845回)・・２６名

＊２０２２年（令和４年）日練大賞 （この１年の日練最多参加者）

○祝 梅澤宗平 ５２回

令和５年度(2023)陸協登録のご案内

レースの公認出場や公認審判員の活動を続けるには毎年陸協登録の更新が必要です。

「京田辺走ろう会」は「山城陸上競技協会」にクラブ登録しており令和４年度は５名の方が登録され

ています。

・受付の締め切日は 1 月 15 日(日)とします。

・登録費は昨年度 3,100 円でした。今年度は未定です。

・新規に登録される方は登録担当(髙岡(三))まで御連絡ください。

連絡版（走ろう会の現状をお伝えします。)

〇 市民駅伝大会 ２月２６日（日）松井ケ丘小学校スタート・ゴール

女子・一般・エルダー（選手全員が５０歳以上）の部門

４区間・各 2.6ｋｍ 参加料１チーム４０００円 先着５０チームまで

申込受付 １月５日～２６日

10月 9日の走ろう会親睦駅伝と同じコースです。（スタートは違います）

多くの皆さんの参加をお願いします（最低 5チーム以上を）

〇 第１０回記念市民健康マラソン ４月２３日（日）を予定


