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１月２７日（日） 第 35 回京田辺市民駅伝競走大会 

 前日からの寒波で積雪や路面凍結が心配されましたが、当日は寒さのみ風もなく穏やかな天候となり

ました。当日の参加は 26チーム（一般１７、女子３、学生６チーム） 

走ろう会からは 

男子チーム・・1区・中島・渡辺、2区・坪倉、3区竹原、4区横尾、5区加藤、6区藤田邦 

     監督・渡辺  結果  1時間 20分４４秒（９位） 

女子チーム・・1区・中島、2区・谷川、3区・豊島、4区・草野、5区・竹原、6区宮浦 

     監督・香村  結果  1時間３５分２９秒（３位入賞） 

一休が丘チームから 1区・市岡、 ３区・梶  1時間０７分２９秒（３位入賞） 

健康ケ丘チームから４区・藤田耕、 ５区・茨、  1時間１８分３９秒（８位） 

の 18名が参加されました。 

なお、役員として泉、梅澤、古野、古林、坂田敏、前薗  石橋、岡田、高岡三 

応援に河原、金子、嘉手苅、木村、高岡章、斎藤、坂田一他が見えられました。 

 終了後、強化部長のお世話で「きん太（松井山手店）」で会の打ち上げを行い１３名が参加されました。 

寒い中でも住宅街の道筋には多くの応援・見学者があり京田辺の冬の風物詩として定着していると感じ

ました。あとはもう少し参加チームを増やしたいものです。（４０チームまで可能） 

 打ち上げでは、来年は走ろう会チームをもっと増やそうという声が出ていました。特に７０歳以上で

１チーム、精鋭チームを一つ、さらにもう１チームも・・。走ろう会の発足時から共に歩んできた市民

駅伝、もっと盛り上げようという声も出ていました。（石橋） 

 

 

 

 

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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長距離記録会 

１月６日（日） 天候：くもり 気温：6.8℃ 参加者 26 名 

Ｈ31年最初の記録会を実施しました。年末年始で飲食の機会も多かったと思いますが、走りには影響

なく、目標タイムをクリアし笑顔でゴールされる方がほとんどだったと思います。今後も各地でのマラ

ソン大会にエントリーされている方もいらっしゃると思いますが、本番前の練習に記録会へ是非参加し

てみてはいかがでしょうか？（渡邉） 

 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

12 月 9 日（日） 奈良マラソン２０１８ 

梶正人  フル ３：４４：３４ （ネット ３：４３：１７） 

 男子総合１３８４位(エントリー１０５５９名） 男子50歳台287位(エントリー２８１８名) 

 今シーズン3本目のフルマラソンです。出身県のレースであり、厳し

いコースではありますが気合が入ります。寒さが心配されましたが、

恐れていたほどでもなく順調にスタートしました。 

 コースが変化に富んでいて景色がどんどん変化するので飽きずに

楽しく走れました。天理教本部くらいまでは昨年同様好調に推移しま

したが、その後の登り坂で脚の疲労が蓄積して苦しくなってきまし

た。右足の裏も痛くなって、脚も攣りかけたりして最後はグダグダで

したが、去年の本大会より約8分、2週間前の福知山より6分ほど早く

ゴールできました。 

 これで過去1年すべての大会でサブ4を達成できました。次は木津

川で、最後は篠山、すべてサブ4目指して頑張ります。 

 今回はいつもの全身ピンクにドアラのピンクの耳を付けて走りまし

た。沿道からは、ミッキー、ネズミ、ピンクパンサーなどいろいろ呼ば

部 順位 氏　　名 記　　　録 部 順位 氏　　名 記　　　録

3㎞ 1 井上　福身 25:10 9 竹原　絹栄 1:13:10

4㎞ 1 桜井 外史雄 50:00 9 谷川　琴美 1:13:10

1 坂田　一郎 40:28 11 髙岡　元章 1:15:02

2 坂田　敏子 46:09 12 兼田　政章 1:17:45

7㎞ 1 古林　肇 39:00 13 梅澤　宗平 1:19:00

1 渡邉　孝司 50:11 14 前薗　俊彦 1:26:12

2 加藤　照男 51:27 15 山口　譲 1:30:27

3 浅利　良紀 51:37 1 齊藤  正法 1:25:52

4 石橋　伸一 52:31 2 豊島　博子 1:35:00

5 古野　敏 59:30 3 寺下　敏寛 1:45:42

6 坪倉　修二 1:02:00 1 梶　正人 1:35:00

7 香村　久子 1:06:30 2 藤田　邦昭 1:44:31

8 浅利　依子 1:08:00 3 竹原　順治 1:45:57

10㎞

10㎞

15㎞

20㎞

5㎞
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れて、なにコレという質問も多く、その度にドアラです、と説明しながら走りました。正しく呼んでくれた

のは3人だけでした。 

 次からはドラゴンズのユニフォームを着るか、背番号を付けて走らないといけないですね～ 

小泉弘道 フル ４時間２８分３０秒 （ネット ４時間２２分２０秒） 

 ようやく走れる状態になりました。長かった。2年前の奈良マラソンを走ったきり、左膝痛に始まり、治

ったと思ったら右膝痛になり、この2年間フルマラソンはとても走れる状態ではなかった。 

 1週間に1回か2回、キロ7分から8分くらいで8キロ程度走るのが関の山でした。 

先月2年ぶりに奈良マラソンを走ってきました。月間50キロくらいしか走っていなかったので、足がもつ

のかどうか不安でしたが4時間28分30秒（ネット4時間22分20秒）でした。 

 やっとここまできたかと感じるものがありました。 

これから走力をアップするために、できるだけ参加させて頂きます。ただ、この4月から山本区区長にな

りますので公私とも忙しくあまり時間がないのが残念です。 

 

１2月２３日（日） 第30回記念 加古川マラソン  

 藤田邦昭 フル 4時間08分23秒 [ネット]  登録男子572位/923人中   

 本大会のスタートは、9時35分【登録の部】。ブロック整列開始が9時20分。これに合わせ逆算すると、

当日起床3時台、朝食4時前、家を出るのが4時30分 

 松井山手の始発5時01分乗車し、乗り継いで加古川着が7時30分ごろ。シャトルバスに約20分乗り、大

会会場に8時20分過ぎ着。急ぎおにぎり2個バナナ大福餅を食べて少し散歩とアップ。着替えて整列。 

 さて、レースでは25㎞までのラップは5㎞28分台で走れたが、30㎞2時間52分16秒で29分台に落ち、

35㎞、40㎞と32分台になって完全なガス欠状態で足が動かない。朝食から逆算してエネルギー欠乏状

況になっているのと思われた。40㎞3時間56分57秒で、せめて4時間と1桁内を確保したいの思いで残

り2.195㎞を必死で走り、11分55秒でゴールした。 

 今シーズン残り、フルのカードは木津川と能登和倉マラソンですが、4時間と1桁が目標です。 

１２月２日（日） 八幡市民マラソン2018  

桜井外史雄 １０Ｋ １時間３１分  

 初めて八幡市民マラソン大会、１０Ｋランに参加しました。快晴の下、流れ橋からサイクリングロードを西

へ、右膝の痛みを感じながらのラン。スタートしてから５０分ほどで１０Ｋ折り返し地点。タイムを気にせず

残り５K、 最後者で１時間３１分で完走しました。お天気も良く広々とした景色を眺めながらのランでした。

ゴール後の豚汁も美味しかったです。                  

１２月９日（日） ＪＡＬホノルルマラソン２０１８ 

桜井外史雄 フル ８時間４２分 

 今年もホノルルマラソンに参加しました、毎回、不安と期待でいっぱいです。25000人程のランナーが

アラモアナ、スタート地点に、歓迎の花火が上がる。ホノルルマラソンスタート、アロハタワー、ハワイ州

庁、ダウンタウン、ワイキキ通りカピオラニ公園からダイヤモンドヘッドの登り坂、早くも黒人選手が対向

車線を通過、カハラ地区からフリーウエイに上がる。あとはハワイカイまでの長いコース。気温が上がり、

ハワイは湿度が低いのであまり汗がでない。25Ｋぐらいから走れなくなり、エイドで氷を膝、首筋に擦り

付けてなんとか、8時間42分でカピオラニ公園にゴールしました。感動で胸がいっぱいでした。   
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１月１４日（月・祝） 第４２回「新春走ろうかい」枚方ハーフマラソン 

梶正人 ハーフ １：３８：０３ （ネット１：３７：３９） 239位/1494名(男子) 50位/401名(50代) 

 年が明けて最初のレースです。 

長袖の T シャツをもらうために毎年出ている大会です。 

 今回は快晴、微風で絶好のコンディション、長袖のシャツは着用

せずに半袖 T シャツとアームウオーマーのみで走ることにしまし

た。 

 ハーフは100分は切れるものの95分は切れないというのがこ

こ何年も続いています。 

今回は気候も体調もよかったのでできれば95分を切りたいと思

いスタートしました。調子は悪くなかったのですが、途中向かい風

が気になると風よけになる選手を探してペースを落として背後に

付いたりして少しタイムをロスしたかもしれません。 

 それでも最後まで粘ってゴール、今回も100分と95分の間でし

たが、気もちよく走れたレースでした。 

 

横尾祐郁 ハーフ 1時間26分56秒  総合73位／1491人 40代の部30位／491人 

 私にとって毎年恒例の、年1度のハーフ大会である。年末年始の暴飲暴食を抑えるためにエントリーし

ているようなものだ。 

 昨年は8日、今年は14日開催のため、元旦から十分準備期間があったにもかかわらず、膝の痛みは治

まらず、練習もあまりできなかったため、気分ものらなかった。しかしながら私にはその頃一筋の光明が

差していた。瀬尾さんから正座ストレッチが膝痛に効いたという話を思い出し、年末年始休暇明けにやっ

てみた。すると、2－3日でこの4か月近く苦しんでいた膝痛がおさまったのだ！それがレース5日前の

ことだった。 

 そして、レース当日。なんと快晴で風もほとんどなし。しかも寒すぎない。枚方ハーフでこのコンディ

ションは、今後、もうあるかないかぐらいの、文字通り絶好のコンディションだった。練習が十分積めてい

れば自己ベスト更新もできたかも、と思うとなんともいえない気持ちであった。 

 さて、今回の目標タイムはどれくらいにしようか。福知山、防府の中間点が1時間28分台だったため、

25分以内。ということはキロ4分ペース。今の自分でハーフとはいえ、いけるのか。自信はなかった。し

かし、レースともなれば周りのランナーにのせられ思わぬ力が出せるものだ。私は1時間25分以内を目

標にした。 

 スタートは10時30分。例年通り、関西外大？のチアリーディング部の応援後、森脇健児が号砲をなら

すのだが、今回はその時間がとても短く、森脇健児がマイクを持ったのがスタート30秒前。あっという

間にスタートとなった。 

 先頭は枚方マスターズのランナーがたくさんおり、いつものことだが、どんどん抜かれていく。心臓

はバクバクだ。最初の1キロは3分45秒、次が3分50秒。思いのほか速い。しかし、そう長くは続かなかっ

た。徐々に4分に近づき、折り返してスタート地点に戻ってくる5キロあたりではキロ4分以上かかってい

た。昨年は4－5人の集団で走っていたが、今回は私のペースが安定していないせいか、同じくらいのペ

ースのランナーがおらず、一人で走る時間が長かった。そして、13キロあたりで折り返すと多少の向か
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い風を感じた。足は特に重くなかったが、その多少の風と最初につ

っこんだことが影響したようで、ペースは4分10秒～15秒ぐらいに

落ち込んでいた。昨年見た、奈良マラソンの T シャツを着たランナ

ーにも抜かれた。昨年は確か私が抜いたランナーだ。悔しい。数秒

くらいついたが、どんどん離されていった。 

 そして、その時は突然きた。18キロ地点で右膝から突然痛みを感

じるようになった。いつもヤツだ。最近は1キロぐらい我慢すれば痛

みは和らぐのだが、今回はなかなかおさまらず、ペースはキロ5分

近くにまで落ち込んでしまった。ここで私の気持ちは完全に切れて

しまった。タイムはどうでもよくなり、目標は歩かず完走すること

になった。数人のランナーに抜かれた。またまた悔しい。しかもその

中の一人は60代に見えるおじさん、おじいさん？だった。それくら

い落ちたペースで走っているとラスト1キロを切ったあたりから痛み

がなくなってきた。よっしゃよっしゃ、ゴールまで今からでも完全燃

焼しよう。ゴール後の達成感を求め、私はペースを上げ、数十メート

ル先のランナーを目標に走った。 

 そして、ゴールの電光掲示板が見えてきた。1時間26分40秒台が目に入り、なんとか26分台でゴール

したいという気持ちで湧いてきて、ダッシュ。ゴールの瞬間はいつものように一瞬クラクラとして倒れ

そうになるが、いつも通り倒れることはなかった。アクエリアスを受け取り、一気に飲み干す。やっと心

臓も持ち直し、やれやれやっと終わったという気持ちになる。この充実感がたまらない。 

 ハーフなので、ゴール後の動きはスムーズだ。さっさと着替えを済ませ、あとは毎年恒例となってい

る梶さんとのラーメンだ。枚方市駅近くの「たかばし」にて、それまで控えていた炭水化物を気にするこ

となく食べた。 

 次は木津川だ。膝が治ってきたので、これから本格的な練習ができそうである。3週間ぐらいしかな

いが、できる限りのことをして気持ちよくゴールしたい。 

 

2018 年 12 月 16 日（日） 第 49 回読売防府マラソン  

横尾祐郁 フル タイム（グロス）3:05:57  総合順位 787/2018 

以前から気になっていた防府マラソン。エリートランナーしか出場できない大会であったが、別

府大分と同じく出場資格が緩くなり、サブフォーランナーも出場できる大会となった。しかも当日

出発しても間に合う 12 時 2 分スタート。以前加藤さんにそのことを聞いて一度出て見たいと思っ

ていた。そして、昨年の篠山マラソンの際、知り合いのランナーに誘われ、エントリーしてしまっ

た。 

福知山から約 3 週間。9 月から傷めていた膝は治らず、更に福知山で左膝を傷めてしまい、2 週

間はほとんど走らず、痛みが和らいだのは 1週間前。結局十分な練習ができず本番を迎えることに

なった。本当は棄権したかったが、高校の同級生が出場することが分かり、私も出場することにし

た。大会 1 週間前に 30 年ぶりに高校の同窓会があり、そこで私と同じように社会人になって走り

始めたサブスリーランナーT君と出会った。彼とは高校時代は多分、一度も話したこともなかった

のに、その日はマラソンの話でお互い意気投合。お互い防府にエントリーしていることが分かり、
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私は膝が痛いにもかかわらず、出場することを決意した。 

そして、大会当日、新大阪を 7時 17分に出て、新山口で乗り換え、防府に 9時 40分頃到着。そ

して、シャトルバス乗り場へ行くと長蛇の列。福知山や加古川ではスッと乗れるのにこちらは通常

の路線バスの乗り場を使用しているせいか、1台しかバスが来れない。目の前には数台のバスがあ

るのにだ。しかも雨。傘をさし、数十分待ってようやくバスに乗り、大会会場となりの体育館に 10

時 45分頃到着した。すぐに受付に向かい、受付をした。受付のスタッフからは「＊＊＊は 4cm以

内ね」と言われ、聞き取れず、意味も分からなかったため聞き返した。＊＊＊は「（メーカーの）ロ

ゴ」だった。つまり、テレビ放映されるため、それ以上大きなロゴマークはダメということであっ

た。さすがエリートランナーの大会だと思いながら、スタートまでもう 1時間と少ししかない。私

はかなり焦っていた。体育館内が更衣室となっており、そこで T君と再会。T君は私よりずっと先

に会場に着いており、何かゆったりしていた。彼は何度も防府には出場しているので、勝手がわか

っているのだ。T君によると、スタート地点ではナンバー順に並べるからスタートの直前に並んで

も OK とのこと。それでやっと安心した。会場には T 君の知り合いのランナーが数名いるらしく、

そのうちの一人が、私も本を読んで知っていた「40代から最短で速くなるマラソン上達法」(SB新

書)の著者、本間俊之さんだった。一緒に記念撮影をしたり、速くなるコツを聞いたりした。そして、

雨の中を T君と二人でアップをした。1週間前に出会って、こうして一緒に走れることに本当に人

の縁とは不思議だなあ思った。スタート 10 分前ぐらいに陸上競技場へ向かった。上述の通り、こ

のレースのよいところはナンバーカード 10 番ごとぐらいにスタート位置が決まっており、スター

ト数分前でも並ぶことができることだ。寒い中、何十分もスタートを待つ必要はない。 

整列してのスタートのため、ランナーの列は長い。いつもは先頭近くに並ぶのだが、今回は申告

タイム順のため、スタート地点よりかなり後ろだ。過去 2年以内での記録証を提出する必要があっ

たため、申告タイムといっても自己申告でなく正式な記録だ。つまり、ゼッケン番号＝過去 2年間

で出した記録順ということだ。川内優輝選手も出場しているはずだが、先頭あたりは全く目に入ら

ないくらい長蛇の列であった。 

そして、12時 2分、放送局のヘリコプターの音が聞こえる中、スタート。しばらくノロノロと競

技場を回って、競技場の外に出てようやく自分のペースで走る。序盤は 4 分 15 秒ぐらいのギリギ

リサブスリーペースで走る。福知山ではちょっと調子にのって 4 分 10 秒を切るぐらいで走る区間

もあったことが、後半の失速につながったことを肝に銘じて、慎重に慎重に走った。 

コースはほぼフラットで防府市内をぐるぐると 2周ぐらい、区間によっては同じ道を 3回通ると

ころもある。風はなかったが、雨は相変わらず降り続いていた。どんよりと曇った中、人気のない

工場地帯も多く、全体的にはあまりいい印象は残っていないが、フラットだし、慣れればとても走

りやすいコースだと思う。実際、川内選手は毎年、福岡国際マラソンに出場して 2週間後のこの大

会では福岡以上の記録を出している。18 キロでスタート地点に戻ってくることと、30 キロあたり

で折り返しということだけ頭入れていた。 

さて、その 18 キロ地点で競技場近くに戻ってきて、ああ、膝が痛くなって雨の中ここまで歩い

て帰ってくるより、今やめた方がいいかなと思ってしまう。実際、20キロあたりで、引き返してい

たランパン・ランシャツ姿のエリートランナーもいて、スタート地点から遠のくほど、歩いて帰る

にはスタート地点に近いのはどこかなあと思いながら走っていた。しかし、疲れが溜まっていくほ

ど頭も疲れ、全体のコース図を頭の中で思い描くことが億劫になってくる。唯一分かっていること
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は 30キロの折り返し地点に行くほどスタートからは遠ざかっていくということだ。 

中間点のタイムは 1 時間 28 分台で、ほぼ福知山と同じ。サブスリーペースのキロ 4 分 15 秒を

維持していた。福知山の時より、気持ち的には疲れていなかったので、ひょっとするとサブスリー

いけるかなとも思っていた。そして、30キロの折り返しに近づいていく。ここで初めて速いランナ

ーたちとすれ違い、先頭集団を目にした。川内優輝やアフリカの選手、モンゴルのバトオチル選手

など、一瞬で過ぎ去っていった。私は T君との距離が気になっていた。もうそろそろ折り返しとい

うあたりで T君とすれ違い、声を掛け合った。それほど離れてはいなかった。1キロも離れていな

かったと思う。あとでタイムを見ると、この辺りまではまだサブスリーペースで走っていたのだ！

（ゴール後に彼は、いつ抜かれるかハラハラしていたと言っていた）。私の足がもったのはここま

でだった。30 キロ以降、徐々に足が重くなり 4分半ペースに落ち、そして、35 キロ以降はさらに

キロ 5分以上かかった。ゴールまで 7キロ。今でも覚えているのは、この辺りから本当にゴールで

きるのだろうかと思うほど足が重くなり、下半身全体が痛かったことだ。これほどまでの足の重さ、

痛さを感じたのはいつ以来だろうか。もう棒みたいになった足をなんとか前に振り出し走っていた。

この辺りは市街地に入っており、応援の人も多かったが、あまりの足の重さ、痛さで応援の声で励

まされることはなく、必死でゴールを目指した。1キロ 1キロ近づいていくしかない。ジョグでも

いいからゴールしよう。もうタイムはどうでもよく、目標は歩かずゴールすることに変わっていた。

ラスト 2キロ地点ですでに着替えを済ませ応援に回っていた枚方マスターズの Sさんから「横尾さ

ーん」と声を掛けられた。相変わらず速いなあ、もうゴールしたのか、と思いながらも知り合いか

らの応援は元気になる。もうこの辺りにくると競技場が近いことが分かる。そして、なんとか競技

場に入るとすでにフィニッシュしたランナーたちがぞろぞろと体育館へ向かう姿が目に入る。その

中に T君がいた。私は彼に手を振った瞬間、トラックの縁に足を取られ倒れそうになった。自分の

足とは思えないくらいコントロールが効かなくなっていた。そこでようやく電光掲示板のタイムが

目に入った。3 時間 5 分台。なんとか 5 分台でゴールしたい。重たくなった足でもなんとか急ぐ。

そして、ゴール。3時間 5分 57秒。思いのほか早かった。タイム以上に私の足はボロボロだった。

しかし、あれだけしんどかったのにゴール後は比較的普通に歩けたことが不思議だった。一方、サ

ブスリーした T君は足を引きずり私以上にしんどそうだった。二人で体育館へ向かう途中、チップ

を外す場所があり、そこにはボラン

ティアなどいない。自分で外すのだ。

これもエリートランナーの大会らし

かった。そして、体育館へ。そこで私

は驚いた。すでに体育館の中はラン

ナーでいっぱいだったのだ。さすが

エリートランナーの大会だ。いつも

はこれくらいのタイムで更衣室へ戻

るとランナーはまばらだ。私たちは

着替えを済ませ、うどんの無料券を

手に外へ。そこでもまた驚いた。すで

に行列ができていたのだ。はもうど

んと肉うどん。はもうどん？近くの
※本間さん（写真中央）と記念撮影 
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地元ライナーに尋ねてみると防府の名物だという。初耳だ。はもうどんの列に 5分ほど並び、出て

きたのは、はもが多少入った練り物がのったうどんだった。肉うどんにすればよかったと思いなが

ら、うどんをすすり会場をあとにした。 

やはり、ケガのない状態で出たい大会であった。次回この大会に出場することはあるのかないの

か分からないが、あるとするなら次回は万全の状態で自己ベストを目指したい。 

２月３日（日） 第３６回京都木津川マラソン 

梶正人 フル ３：３０：１３ （ネット：３：２９：３７） 順位：男子一般233位/2421名 一般男子48位

/647名 

 遂にやりました！ 

私のマラソンランナーとしての最大の目標、アスリートとしての3大目標の一つを達成！ 

本日行われた京都木津川マラソンでサブ3.5！もちろん自己ベストです。 

タイムはネットですが3:29:37、本当にギリギリでしたが達成感は半端ない！ 

グロスで30分を超えたのはご愛嬌ということで、、、 

初フルに挑戦した H17年から14年、34回目のフルマラソンで遂に目標を達成しました。 

 ちなみにアスリートとしての3大目標は、①100キロマラソン完走(2回達成済)、②サブ3.5(今回達成)

と、③ゴルフを70台で回るで、③だけが残りました。81というのは何度か出しているのですが、、、 

 木津川マラソンは東京に単身赴任していた頃を除くとほぼ毎年出場しています。今回が7回目でハ

ーフも含めると10回目の出場です。 

 最近調子がよく、先週の市民駅伝も区間4位で銅メダルを獲得し、毎年悩まされる膝や足底の痛みも

ないので、今回は最初から飛ばす作戦に出ました。 

 スタートしてから４分45秒前後のペースをキープ、7キロ過ぎでサブ3.5のペースランナーを抜きまし

た。ハーフは100分をギリ切るタイムで通過、その後も快調でしたが、その後右足底に水泡ができ35キ

ロからは太ももの裏が攣りそうになりました。 

 それでも前半の貯金があって、5分半で走っても余裕で3.5を切

れるはずでした。 

しかし最後の3キロ位は脚が常にピクピクして、何度も攣りそうにな

り立ち止まることが多くなりました。残り2キロでペースランナーに

も抜かれて心が折れそうになりましたが、サブ3.5を切る最後のチ

ャンスかもと思い、必死のパッチで走りました。 

 ゴールの瞬間も脚が攣りかけていましたが、やっと達成したとい

う静かな達成感がありました。 

蛇足ながら今回のゼッケン No.は649、無欲がよかったのでしょう

か。いやいや、強欲、煩悩の塊ですが、、、 

 サブ3.5の目標は達成しましたが、今後も健康のため、体型維持

のため、老いに抗うため、先輩の皆さんを見習って走り続けます！ 

 

【大会参加報告】 谷川琴美 （種目はいずれもハーフマラソン） 

2018.9.30 第６回信州駒ケ根 ２時間２２分４１秒。 2018.11.3 2018京都丹波ロードレース 

 ２時間１７分２４秒。 2.3 第36回京都木津川マラソン 2時間13分51秒。 
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日練大賞を頂きました 梅澤宗平 

 今日なんとなく走ろう会ＨＰを見たら、年末長距離ランとなんと初詣ランの報告もされておるではありま

せんか。1月3日に日練大賞を受賞した折、石橋会長から受賞報告をするようにご指示いただいておったの

ですが、ぼちぼちやればいいと高をくくっていました。反省しています。 

１．日練のおかげでこの1年風邪一つひかなかった 

 キロ7分くらいのペースで毎週10ｋｍ走ることが免疫力の向上につながったのでは？できればもう少しタ

イムも向上させたいが思うように行きません。 

２．すぐ後にＴさんがぴったりついていた 

 結果を見ると全然マークしていていなかったＴさんが2差でついていた。危ないとこやった。今年は目立

たないように頑張ります。 

３．あらゆるスポーツで賞などもらったことはなかった。が今回もらいました 

 思えばタイムを競うのはそれはそれで意味あることです。ただもしかしたら走るのはそれだけではない

価値もあると思います。それは健康のため。地域社会への参加。結果日練大賞をいただきました。 

ありがとうございました。 

季節の草花・第５回 １月  ヤドリギ 

 落葉樹に寄生する常緑樹で、冬になると枝にかけられた 

鳥の巣のように見え、目立ちます。エノキ、ケヤキ、ブナ 

などに寄生し、幹に根をおろして、養分や水分を奪い取っ 

て生長します。ここでは桜の木に寄生しています。 

枝は緑色でやわらかく折れやすい。また、先端が 2～3つ 

に枝分かれし、その分かれ目に花が咲き、実をつけます。 

【速報】第 36回京都木津川マラソン 2月 3日（日） 

フル 加藤照男 3時間 54分 48秒 男子 70歳代 3位 記録は、グロスタイ

ムです。 

大会のＨＰから検索

しました。 

完走記の投稿をお待

ちしています。 

フル 藤田邦昭 3時間 57分 38秒 男子 70歳代 5位 

フル 田實敬幸 4時間 07分 36秒 男子 50歳代 179位 

フル 梶正人 3時間 30分 13秒 男子 50歳代 48位 

フル 大槻剛 4時間 30分 22秒 男子 40歳代 400位 

フル 古野敏 4時間 26分 09秒 男子 70歳代 9位 

フル 豊島博子 5時間 28分 20秒 女子 40歳代 59位 

ハーフ 渡邉孝司 １時間 36分 28秒 男子 40歳代 39位 

ハーフ 村中康 1時間 51分 32秒 男子 50歳代 81位 

ハーフ 中島徹 1時間 55分 50秒 男子 50歳代 110位 

ハーフ 森岡進 1時間 58分 24秒 男子 60歳代 51位 

ハーフ 齋藤正法 2時間 07分 29秒 男子 70歳代 11位 

ハーフ 木村あゆみ 1時間 41分 13秒 女子 40歳代 4位 

ハーフ 草野美澄 2時間 01分 54秒 女子 50歳代 21位 

ハーフ 谷川琴美 2時間 15分 13秒 女子 60歳代 14位 

ハーフ 竹原絹栄 2時間 34分 11秒 女子 60歳代 27位 

 


