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第３４回京田辺市マラソン大会  10月２１日（日）田辺木津川運動公園（会場） 

 昨年台風のため中止となったこともあり、今年は若干参加者数が減少。それでも秋晴れの好天下

に６００名を超える方々がさわやかな汗を流しました。河川敷公園には多数の家族連れをはじめ老

若男女が集合賑やかな大会となりました。走ろう会からは選手１２名（男９、女３）、役員８名、応

援に６名の２６名が参加しました。 

Ｏ参加者数（３７５名＋１２６組） 

 小学生 3ｋｍ113名、中学生 3ｋｍ24名、一般 3ｋｍ24名、壮年 3ｋｍ18名 

 一般男子 10ｋｍ95名、一般女子 10ｋｍ25名、壮年男子 10ｋｍ67名、壮年女子 10ｋｍ9名、フ

ァミリーペア（一休さんの部）64組、同（キララちゃんの部）62組 

Ｏ会員の記録 

 10ｋｍ壮年男子（完走 62名） 

  藤田耕・・４７′４９″ 15位     加藤・・４７′５９″ 16位 

  藤田邦・・４８′４８″ 19位     寺下・・５９′１９″ 41位 

  越本 ・・５９′３８″ 42位     満岡・・６０′２０″ 45位 

  兼田 ・・７１′２２″ 59位     桜井・・９６′２５″ 62位 

 

 10ｋｍ壮年女子（完走 9名） 

  浅利・・５２′３３″  4位     中島・・５５′４１″  5位 

  満岡・・６０′２０″  7位 

 ファミリーペア（一休さんの部・完走 59組） 

  茨 （渡邉）・・１１′３９″  30位 

市民総体・第 6回 木津川ロードレース大会について 

走ろう会が中心となって実施してきました、木津川ロードレース大会も来年度は 6回目を迎えます。役

員会では 5回の大会を総括し新たな発展を期すため検討を進めてきました。 

様々な意見や提言をもとに議論をした結果、次のように変更したいと思います。大会要項は 11 月中に

決定します。（現在、日練時に要項案を掲示しています） 

 ｏ名称の変更・・「市民健康マラソン」とします 

 ｏ新たに 3ｋｍの部を設けます（但し、壮年のみ） 

 ｏ参加料を 10ｋｍは 1000円、3ｋｍは 500円とし参加賞を考える 

 ｏ定員を設ける（10ｋｍ・50名、3ｋｍ・30名）→自転車の危険と道が狭いため 

 ｏ表彰・・ＰＣ／プリンター化することで検討する  ｏ他は今まで通りです 

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail： is1967tk1001@kcn.jp 

     HP :  http://ktrc.shinegold.org/ 

 

 

mailto:is1967tk1001@kcn.jp
http://ktrc.shinegold.org/
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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。 

 季節の草花を観賞しながらジョギングを楽しんではいかがでしょうか。 

第２回 １０月  ツリガネニンジン 

初秋の山野草を代表する花の一つ。釣鐘のような花が咲き、

白く太い根が朝鮮人参ににていることからこの名がある。春

の若芽はトトキと呼ばれ、山菜として親しまれている。花は

淡紫色で、先端はやや広がる。ホームコース 1.5ｋｍ地点よ

り下流 100ｍ地点の両側に見

られるが下流に向かって左

側堤防斜面に群生している。

現在、草刈が進められている

ので見たい方は早めに。 

 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

10月 14日（日） 第 6回西ノ島ハーフマラソン（島根県） 

満岡冨佐子 ２：２７：３０ 

満岡 政明 ２：３４：４１ 

 朝、「夜中、すごい雨だったね。」という、隣室の人の会話に外を見ると路面に水たまりが出来ていま

したが、そんな事もわからないくらいぐっすり眠れました。また、旅館のすぐ傍がスタート地点なのでス

タートまでゆとりをもって過ごせました。旅館の人も大会スタッフとして何らかの形で大会にかかわって

いるようで、朝食時も色々と声かけをしてくれました。谷川真理さんが西の島の観光大使をされている

という事で昨夜のパーティでも会を盛り上げてくれましたが、スタート前の開会式でも登り、下りのワン

ポイントアドバイスもあり、少人数の大会ですが、アットホームな

感じがしました。  

 ８時４５分スタート。雨上がりのすがすがしい空気、風もあまり

なく、気温も１５度くらいかな。じっと待っているぶんには気持ち

いい天候でした。最大高低差２６０m、駆け上がるとアップダウン

を繰り返す草原内を行く尾根道からの眺望は素晴らしい。１０ｋ

ｍ前後まで二人で一緒に走り国賀海岸を一望できるスポットで

写真を撮りましたが、下り坂でどれだけスピードを出せるか試

したくなったので一人駆け出してしまいました。１３ｋｍ地点くら

いかな？後から追いかけて走ってきた谷川さんに抜かれまし

たが下り坂では２０ｍくらいまでその差を縮める事ができまし

た。残り１ｋｍ位のほぼ平坦なコースに入るとまた、姿が見えな

くなるくらい引き離されてしまいましたが、年代別では２位で

ゴール出来ました。  
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「追記」 前夜祭のバーベキューパーティは申し込み制ですが、烏賊、ホタテ、イサキ、栄螺等の新鮮な

海の幸もいっぱいで地酒も飲み放題！！。普段は日本酒を飲む事は無いのに、勧められるままについ

つい飲んでしまいました。同じテーブルの滋賀、岡山、岐阜の人とも話が弾み、最後はみんなで踊り、今

回のマラソン旅行のメインは前夜祭！！と、言った感じでした。 

10月 14日（日） 東北・みやぎ復興マラソン 2018 

横尾祐郁 3時間 2分 36秒 フルマラソン男子 45歳～49歳の部 20位/1035人 

                                   総合順位 113位/6111人 

今年の春ごろ、秋以降のフルマラソンエントリーのため、ネットを見ていたところ、この「東北・みやぎ

復興マラソン」に目が留まった。すでにエントリー開始日から日が経っているにもかかわらず、まだ募集

していた。「東北」「復興」という言葉が私の脳に反応した。一度も行ったことがなく、いずれ行きたいと

思っていた東北。震災に対して何もできなかったことに対する後ろめたさ。初の東北で、復興地を走る

ことができる。私は静かな興奮を覚えた。数日経っても、その思いは消えることはなかった。私はつい

にエントリーのバナーをクリックした。その後、飛行機やホテルの予約を早々に済ませ、あとは練習を積

むだけの状態だった。 

そして猛暑の夏を迎え、3 度ほど熱中症気味になりながら 8 月は 520 キロ、走り込み月間の 9 月は

600 キロを目標にしていた。しかしながら、そうは問屋が卸さない。疲労が蓄積していたのか 9 月中旬

に右のハムストリングを傷めた。3－4 日でもいいから休めばいいものをそれができない。完全にランニ

ング依存症だ。ジョグで騙し騙し走っていたら、さらに悪化し走れない状態になってしまった。結局レー

スの 1 週間前になんとか走れるかなと思えるくらいに痛みは和らいだが違和感は残っていた。エントリ

ー当初から、11 月の福知山のための練習のつもりだったので焦りは全くなかった。完走が目標であり、3

時間半ぐらいでゴールできれば上出来だと思っていた。ただ、本当に完走できるのか不安ではあった。

この数か月、1日 20～30キロ走ってきたが、それはあくまで通勤ラン往復での距離。1度に 25キロ以上

走るのはいつ以来だろうか。覚えていないくらい走っていないのだ。徐々に不安になってきた。 

そんな不安を抱えながら、10 月 13 日（土）、ついに伊丹空港から東北、仙台に飛び立った。11 時過ぎ

に仙台空港に到着し、そのまま松島へ。私にとってはマラソンついでに初の観光である。松島では昼食

に私の大好物である牡蠣を食べ、遊覧船に乗って島めぐり。仙台に戻り、夜は牛タンだ。すっかり観光気

分に浸っている自分に対し、一体何しに来たんだ？と自問自答していた。わざわざ仙台まで来て、好き

放題。いつもは、前日は体をしっかり休ませレースに備えるのに。今回は故障のためタイムも期待できな

いため気は緩みっぱなしだ。ちょっとした罪悪感を抱いていた。一方でもうニ度と来ることがないかも

しれない、楽しんでもよいのではないかという気持ちもあった。 

翌朝、ついにその日はきた。5 時過ぎにホテルを出る。肌寒い。ここでスタート時に身に着けるゴミ袋

を忘れたことに気づいた。まさかこの時期にそれが必要だとは思ってもみなかった。まだ真っ暗な中、

徒歩で仙台駅へ。20 分ほどで到着し、5 時 47 分発の電車で仙台空港へ向かう。仙台空港からはシャト

ルバルに乗り換え、15 分ぐらいで会場に到着する。バスが到着したところは田んぼ以外何もない場所

だ。そこから会場まで 10 分程歩く。会場は野球場や広場が整備されているところだが、その周りは何

もない。ちょっと離れれば田んぼが広がっている。震災当時は津波がきたところだ。よくもまあこんな

ところでマラソン大会を開催しようと考えたなあと思えるような場所である。ただ、会場には様々な出

店があり、普通のマラソン大会とさほど変わりはなかった。 
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そして、9時 35分スタート。天

気は曇り。気温 15 度。風は多少

北風があるが、それほど強くな

い。マラソンにとっては絶好の

気象条件である。私は、Ａブロッ

クの先頭あたりに並んでいたの

で、ロスタイムはほぼゼロ。それ

にしても皆はやいはやい。私よ

り年上に見えるランナーや私よ

り明らかに体重が重いランナー

に抜かれるとやはり悔しい。足

の痛みもなく練習が積めていればあれくらいのスピードで走れるのに。しかし、ここで気持ちを切り替

え、今回の目標は完走だ、どんどん抜かれても自分のペースで行こうと考えることにした。 

ここでコースを紹介すると、まず 12.5 キロ南下し、折り返す。だからスタート地点辺りに戻ってくると

25 キロ。そのまま北上し、33 キロ辺りで折り返し、スタート地点＝ゴールに戻ってくる。高低差はあまり

なく、ほぼフラットなコース。考えようによっては、自己ベストが出やすいコースである。地域的にはちょ

っと曲がり角が多い住宅地を走るところもあるが、ほとんどは田んぼや草だけが生えている沿岸地域

だ（つまり震災時は津波に襲われたところ）。震災を想起させるような無人の家が目に入る地域もあっ

た。 

さて、レースに戻ろう。まずは最初の折り返し、12.5 キロ地点を目指す。多少の追い風だ。ペースはキ

ロ 4 分 20 ぐらい。サブスリーペースではない。とにかく目標は完走だといいながら、3 時間 10 分切れ

たらいいなとも思っていた。早速、私の古傷である膝が痛み出した。まだ 3キロぐらいなのに。想定外の

展開に動揺する。まあ 25キロ走ったらそこで棄権してもいいかという気持ちが芽生える。最近はジョグ

でしか走っていなかったから膝が驚いたのだろう。周りは田んぼで何もないようなところなのにどこ

から来られたのか、応援に来られた地域の人たち、子どもたちもそれなりにいた（木津川マラソンより多

かった）。時計はほとんど見ずに一定ペースで折り返す。折り返しあたりのエイドにはおいしそうな地元

名物「はらこ飯」があり、何人もの応援の人たちから「はらこ飯！はらこ飯食べていけ！」と言われたが、

やはりタイムが気になり、「ありがとう！食べたいけどゴメン！」と言いながら通過。25 キロ地点を目指

す。折り返すと多少の向かい風だ。天気は相変わらずに曇り。ペースは落ちない。13 キロ辺りで心配して

いた右のハムストリングが痛み出してきた。いよいよ 25 キロ、スタート地点まで戻ってリタイヤかと思う

一方、わざわざ仙台まで来て、棄権してもいいのか、この応援してくださってい

る人たちは今の私よりずっとずっとつらい思いをしてきた人たちだ、これくらい

でリタイヤしてどうする！足が壊れるまでまだ走っていないではないか！と自

分を鼓舞し、走り続けた。そうこうしているうちに 25 キロ地点まで戻ってきた。ハ

ムストリングは張ったままだ。何か糸がピンと張ったような感じでいつ切れるのだ

ろうか思いながら、でもとりあえず後 8 キロ（次の折り返し地点）までは何とか走

ろう、と思いながら走る。8 キロと言えば私がいつも通勤ランで走る祝園駅から

職場までの距離なのだ。次の 1 キロ走れば、けいはんなプラザだなとか、通勤途

中の光景をイメージしながら走った。そしてついに 33 キロ地点の折り返し。ここ
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からはまた多少の追い風だ。私のペースは落ちるどころか逆に上がっていた。足は痛い。しかし、ゴール

までもう 10 キロもない。ハムストリングが切れるなら切れてみろ。私はもう明日以降のことは全く考え

ず、一人また一人と抜いていった。一人、私と抜きつ抜かれつしながら走っていたランナーがいた。和

歌山から来ていた。実は前後に付けるゼッケンの 1 枚には住所の都道府県が記されているのだ。私は、

背中のゼッケンの方にそれを付けていた。そのランナーも背中に付けていた。お互い関西から来たこと

はそれで分かっていたはずだが、言葉を交わすことなく走り続けた。一定ペースで走り続けているとど

んどん前のランナーを抜くことができた。和歌山のランナーも 35 キロ辺りから気配を感じなくなった。

そして、仙台空港が見えてきた。ということは後数キロだ。もうゴールは近い。しかし私はいつ自分の筋

が切れるか分からない状況の中、気が緩むことは全くなかった。そして、ラスト 1 キロになった。しかしま

だゴールは全く見えないのである。本当にゴールはあるのか。42 キロ地点あたりで右折し、やっとゴー

ルが目の前に見えた。3 時間 2 分台が目に入り、なんとしても 2 分台でゴールしたいと思い、ダッシュ。

足は最後まで持ちこたえてくれた。そして思いのほかの好タイムでゴールできた。ホッとしたのと、あの

フルマラソンゴールの快感、達成感、充実感を久しぶりに体験することができた。サブスリーは最初から

考えていなかったので十分満足だった。 

ゴール後、フィニッシャータオルや参加賞をいただいたが、米どころだか

らかコメ製品をたくさんいただいた。ゆっくりと着替えを済ませ、会場を後

にした。 

そして、仙台最後の地に私が選んだのがサッポロビール 仙台ビール園。

飛行機の出発時間 17 時 40 分まで 3 時間ほどあるため、私は仙台空港か

ら 3駅ぐらいの名取駅前にあるサッポロビール工場内の仙台ビール園へ行

くことにもう 1 週間前から決めていたのだ。一般客はたくさんいたが、ラン

ナーは私一人（後でポツポツと入ってきたが）。私は楽しみにしていたビー

ル工場直送のおいしい生ビールをしこたま飲んだ。最高のひと時だ。また、

サッポロだけに料理はジンギスカンだ。これがまたおいしかった。また仙台

に行くことがあれば是非行きたいところだ。こうしてほろ酔い気分で飛行

機に乗り、伊丹空港に定刻通り 19 時 05 分に到着し、私の初東北の旅、レー

スは終了した。 

※本大会のコースには「災害危険地域」に指定され 24時間の居住が制限される為、未来永劫「故郷」

としては還ることができない場所が数多く存在します。津波浸水という精神的・物質的困難を乗り越え、

なんとか故郷を再興しようとしている集落もあります。そこで本大会では、そこに故郷があることを語

り継ぎ、いつの日か被災前以上の賑

わいを取り戻すために給水・給食所

の一部を以前の集落の位置に設定

し、「Back Hometown エイドステー

ション」と名付け、その地域に住んで

いた人たちがボランティアとして本

大会に協力してくれていました。（大

会パンフレットから引用） 
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10月 21日（日） 第 24回四万十川ウルトラマラソン  

  高岡 理 100Km 男子 30～34歳 記録(ﾈｯﾄ）12:27:57  

     順位 種目別 28位/62 総合 556位/1154            

 今回で 3 回目の四万十川 100km。10 月の走り込みでも月

間 50km 以下。20km の距離はいつものようにペットボトルを

入れたリックを背負って 3回走ったがこれより長い距離は出

来ず練習不足のままの参加となった。 

 金曜日の天王寺（22;15 発）から中村(6:00 着）までの夜行

バスの往復切符は取れたが宿が一杯。しかたなく以前のレ

ースで一緒になった人から聞いたレンタカーでの宿泊に決

めた。 

 土曜日の朝、中村に着き 9 時過ぎに予約したレンタカーを

借り、エントリーを済ませた。前回はレンタサイクルで四万十

川河川付近を回ったが今回はレンタカーがあるので足摺岬

までレンタカーで足を延ばすことができた。 

 ゴール地点の近くの駐車場に車を止めて寝て(テントを張

っている人もいた)、朝は大会バスで 20分ほど乗ってスター

ト地点へ移動し、5:30 のスタート。20km を 1 時間 51 分、40km

は 3時間 54分で通過したが、その後は予想通り練習不足がたたり、20kmごとに 30分ずつペースは落

ちた。各エイドステーションでしっかりと食事をとり、95km からは日没で首からペンライトを下げて走る

ことになったが何とか完走。 

 お風呂にゆっくり浸かったあとレンタカーを返し、21 時発の大阪行き夜行バスでは爆睡となった。 

機会があればまた参加したい。 

 

２０１８年後半～ 大会参加（予定者）一覧  

  日  時   大会（試合）名 参加予定者 

１１月２３日（金） 福知山マラソン 

 

梶、横尾、斎藤、藤田邦、高岡元、栢木 

浅利２人、田實、大槻 

１１月２５日（日） 大阪マラソン 垣中、加藤 

１２月 ２日（日） 八幡市民マラソン 斎藤、石橋、寺下、中島２人、豊島、栢木 

泉、越本、鈴木 

１２月 ９日（日） 奈良マラソン 梶、鈴木 

１２月２３日（日） 加古川マラソン 藤田邦、加藤、満岡２人 

１月２７日（日） くみやまマラソン 森岡 

 ２月 ３日（日） 京都木津川マラソン 加藤、森岡、藤田邦、豊島、斎藤 

２月１７日（日） 京都マラソン 古林、森岡、垣中、浅利良、 

３月１0日（日） 能登和倉マラソン 藤田邦 

〃 名古屋ウイメンズ 垣中 
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2018年走ろう会秋の合宿写真報告　１/３

写真

写真

写真

１０月１３日７時５０分にい
つもの日練場所に集合。
見送りの方もおられた。ご
苦労様です。最新のお車
を提供していただいたＴさ
ん。いつも運転していただ
くＭさん、Ｓさんお世話に
なります。

早瀬の旅館たなべの前で
集合写真。カメラマンを含
めて１５名参加です。昨年
の舞鶴が１８名、一昨年
の天橋立が１５名だったと
記憶。往年の名ランナーＦ
さんに聞くと昔は２４，５名
であったそうな。旅館の
ビールをすべて飲み干し
たことも。僕はそのときな
にをしてたんやろ？

源与門の鰻を目指す。右
手に久久子（くくし）湖をみ
ながら遊歩道を走る。途
中きれいなトイレもある。
すばらしいコースです。走
り出してすぐ地元の女性
ランナー１名に遭遇した
がその後２日とも他のラ
ンナーに会うことはなかっ
た。もっとＰＲすればいい
のではと思いながら走っ
た。
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2018年走ろう会秋の合宿写真報告　２/３

写真

写真

写真

ようやく到着源与門。風格
ある店構えです。昔イベン
ト部長がご家族で来られ
た由緒あるお店です。こ
の店は方針で予約ができ
ないので売り切れ注意で
す。我々が帰る時間には
売り切れの看板を出して
いました。肝心のうなぎの
写真は掲示板をみてくだ
さい。濃いい味です。ビー
ルに合いました。ここだけ
の話。

鰻を食べて元気一杯。ＪＲ
みかた駅を通り、菅湖の
そばの遊歩道を走る。今
回のコースはほんまにえ
えコースです。なんでラン
ナーがおらんのや？その
後久久子湖の対面を走り
約１９ｋｍを走り切った。ラ
スト５ｋｍ、今回で合宿参
加終了予定のＮさんと膝
を痛めてるＩさん、女性書
道家Ｔさんのグループに
どうしても追いつかんかっ
た。残念。

翌朝、朝食前に港を散
歩。朝日に向かってごあ
いさつの新入会員Ｔさん。
なかなかの腕前ならぬ脚
前とお見受けしました。対
岸は最近閉鎖された魚市
場。岸壁ではアジが釣れ
たとのこと。何とかしたい
な三方五湖。
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2018年走ろう会秋の合宿写真報告　３/３

写真

写真

写真

その後道の駅三方五湖に
寄る。正面建物の２階で
野鳥観察の望遠鏡を無料
で貸してくれた。海鵜とカ
ルガモを発見。その後き
らら湯で風呂と昼食。走
行距離約９ｋｍ。こうして２
０１８年合宿は終わった。
幹事の皆様、運転手の皆
様、参加者の皆様ありが
とうございました。

翌朝車でレインボーライン
山頂公園へ。正確にはリ
フト下の展望台。さらに８
００円払うと山頂公園で完
璧な三方五湖を観覧し、
五木ひろしの歌も聞ける
らしい。大きく見えるのは
水月湖と思われる。その
奥が三方湖。今回の合宿
で日向（ひるが）湖を除く
四つの湖を走破した。

今日はきららの湯まで走
る。レインボーラインを下
り、一般道に出る。ここで
２台の車はきららの湯に
駐車。伴走車１台（Ｍさ
ん）のみが我々に伴走。
ご苦労さまです。このコー
スの欠点は歩道がないこ
と。これでは安全に三方
五湖一周はできない。ラ
ンナーがいないのはそこ
に原因？途中三方湖で昔
の船小屋を見る。伊根の
舟屋に似てる。

 


