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２０１９年 新年にあたって     会長 石橋 伸一 

 新年あけましておめでとうございます。 

 昨年は、大雨・台風・地震と自然災害による被害が続出しました。 

皆様の家庭は如何でしたでしょうか。それらを乗り切り、本年も元 

気に“走り”を楽しみたいものです。 

走ろう会も今年は結成 33周年。結成当時のメンバーは 30～40代 

が中心で 60歳以上の方はほんの僅かでした。今は 60～70代が中心と大きく様変わりしました。会の活

動も大きく変化してきたようです。年齢的にも健康長寿を目指して“走り”を楽しむ方が増えてきたよ

うに思います。 

そんな中、昨年は日練参加者が常に 30名を超えるようになりました。毎週ですからすごいものです。

さらに新入会員７名を迎えました。ここ数年 80名前後の会員数です。 

今年はさらに“楽しい”「走ろう会」を目指して皆さんと共に各種行事（イベント）に取り組んでいき

たいと思います。まずは市民総体ロードレースを「市民健康マラソン」と名称変更して 4 月 21 日に取

り組みます。会の総力を挙げて「会の結束」を固める大会になると思いますので皆様のご協力をよろし

くお願いします。また、意欲と体力のある方は記録更新を目指して挑戦してください。また、各地の大

会へも多くの会員の方が参加されていますが会報への報告が少なく残念に思っています。ぜひ大会の特

徴や雰囲気・ご自分の成績等を簡潔にご報告ください。本年もよろしくお願いいたします。 

1月 3日（木） 新春初詣でラン      

 今年は穏やかな三が日となりました。今日も朝は寒かったものの風はなく快晴。8時関屋橋には 30名

近い会員が集合。新年の挨拶・軽い準備体操とミーティングのあと 8 時 20 分一斉にスタート。なお、

ミーティング時に昨年 1年間の日練大賞の表彰を行いました。（梅澤さんが 52回の皆勤でした） 

最近は走ろう会内での走力の“格差拡大”もあり、全員まとまっての走りは困難ですので往路の 10㎞

はできるだけ揃って行けるようにし、石清水八幡宮登り口のトイレ前で全員揃うのを待ち、一斉に登る

ことに。昔はこの坂も走って競い合ったものですが今は大半が歩きに変わりました。（当日トイレ前到

着 9 時 30 分頃、復路出発 10 時 40 分頃）それぞれの願

いを込めての初詣を済ませ、記念撮影（今回は 19名でし

た）。この後は自由解散とし、各自のペースで 12 時まで

に関屋橋まで帰る。（ここ数年このパターンです）その後、

親睦部の方のお世話で河原での新年会、火を焚き前日か

ら作られたオデンを頂き楽しい時間を過ごしました。親

睦部の皆さん前日からの準備等有難うございました。 

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 
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新年会 

 予定通りの１２時に、開会。心配した風もなく穏やかな天候に恵まれた大住橋下でした。 

いつもの味噌汁に代わって今年は、おでんがメインでした。およそ３０人分のおでんを前もって作るのは大

変だったでしょう。親睦部のみなさん、ありがとう。 

 お酒、漬物などの差し入れもありがとうございました。嘉手苅さん、カレンダーをありがとう。 

会費：２０００円 参加者は、男性１３名、女性５名の合計、１８名でした。 

（走ろう会の掲示板に、写真が掲載されています。ご覧ください。） 

 

長距離記録会 

１２月９日（日） 天候、くもり。 気温、６．０℃ 

先週の八幡市民マラソンのため１週間後の開催となりました。参加者は２６名。皆様納得いく記録だったで

しょうか？マラソンシーズン真っ只中です。 

寒い日が続きますが、体調管理には十分気をつけましょう。（渡邉） 

部 氏  名 記  録 部 氏  名 記  録 

２Ｋ 井上 福身 18：35 １０Ｋ 谷川 琴美 1：09：07 

５Ｋ 古林 肇 28：20  宮浦 裕美 1：09：07 

 坂田 一郎 44：34  兼田 政章 1：09：22 

 坂田 敏子 45：48  竹原 絹栄 1：09：39 

 泉 弘 49：18  梅澤 宗平 1：09：43 

１０Ｋ 竹原 順治 52：52  嘉手苅 一男 1：10：19 

 中島 徹 53：55  岡田 陽子 1：12：29 

 渡邉 孝司 53：55  前薗 俊彦 1：14：48 

 石橋 伸一 53：57  平塚 絵美 1：17：16 

 古野 敏 58：34 １５Ｋ 豊島 博子 1：41：32 

 坪倉 修二 59：00 ２０Ｋ 藤田 邦昭 1：49：21 

 栃木 静男 1：04：01  森岡 進 2：16：28 

 藤井 満博 1：05：33  越本 彰 2：20：11 

 

年末長距離ラン 

１２月２３日（日） 

 今年の年末長距離ランは、昨年より増え１７名の参加

になりました。 

ＪＲ嵯峨嵐山では１５名、渡月橋までの道では、すでに

あいているお店も沢山あり、何やら試食が・・ ご飯の

上にふりかけの試食、お出しも。皆でエイド代わりに？

いただきました。 

 スタートは９時半予定でしたが、身支度、写真撮影、

体操をすませ１０分遅れで９時４０分に元気にスター

トしました。現地集合２人（１人はゲスト）で総勢１７名です。 



 第５０７号  ２０１９年（平成３１年） １月１０日発行   

 

 3 / 8 

 

 

 

 太陽の家まではほぼ集団で走行し到着。今日は天候に恵

まれ、「暑い」の言葉も。でもさすがに止まっていると寒く

なってくる、３０分ほどで軽く昼食をそれぞれに食べ、竹

原さんにここでも集合写真をとっていただき、いざ関屋橋

に向けて出発開始。ここからは各自のペースで進み、八幡

の「さくらであい館」では香村さんに迎えていただきまし

た。 

 ここからはみなさんホームコースです。関屋橋に行かず

に途中で家に帰る人など様々、一号線の所では岡田さんのお迎えもあり元気をもらいました。関屋橋到

着は１４時２０分前後でした。 

 今年も皆様のご協力の元無事終了することができありがとうございました。（浅利依子） 

参加者：草野、神田、豊島、鈴木、谷川、竹原絹、中島寛、浅利依、（ゲスト伊藤） 

    梅澤、今坂、森岡、藤井、寺下、齋藤、竹原順、中島徹 

 

忘年会 

 久方ぶりに、四季彩館、八幡家での開催。 

新田辺と松井山手の２か所での送迎バスでしたが、参加者の確認が十分でなく、２０分遅れの開会となり

ました。会費５５００円、ちゃんこ鍋、飲み放題。肉が大幅に残っていたみたいです。 

恒例となった物品交換会も、それぞれにいただき、皆さん大喜びでした。（椅子席が好評） 

 参加者は、男性２２名、女性８名、合計３０人と久方ぶりにぎやかな忘年会でした。 

 

☆ 大会に参加して ☆ 

11月18日（日） 第8回神戸マラソン 

瀬尾浩司 フル 3時間4分33秒（グロス） 

2 年ぶり 6回目の神戸マラソン。 昨年 11 月のおかやまマラソンを最後に特に膝の不調で練習もレー

スもまともに走れていませんでした。ひと月ぐらい前からストレッチを中心とした体のケアを丁寧に行っ

たところ膝の痛みが改善してきたので、練習量を増やし急仕上げでレース本番に間に合わせました。  

 レースは暑さや練習不足の影響で18km付近から失速、20kmで完全にサブスリーが遠のいて行ってし

まいました。そこからは気持ちの維持がたいへんでしたが、レースを投げ出さないでキロ4’30”前後の

ペースで粘りに粘ってゴールへ。久しぶりに最後まで走り切って終われたのでまずまず満足しています。  
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11月25日（日） 第8回大阪マラソン 

 瀬尾浩司 フル 3時間12分52秒（グロス） 

 神戸マラソンに続き2週連続のフルマラソン。大阪は2年ぶり3度目。 

神戸マラソンよりも少しでも良い記録を目指しましたが、疲労が抜け切ってなかったようで出だしから

脚が重く、何となく息苦しい・・・。13キロ過ぎに我慢できずトイレに駆け込んでからは元のペースに戻せ

ず、じわじわと後退。御堂筋の往復で横尾さんに声援をいただくも足取りは重たいまま。それでも最後

まで我慢の走りで一定ペースを維持できたのでタイムは平凡ながら30km 以降は少しずつ順位を上げ

ながらゴールできました。 

1年に及ぶ膝の不調が気にならないレベルになってきたのは自分にとって大きな収穫です。しっかり練

習を積んで今シーズン後半でサブスリー返り咲きを目指します。 

 

１１月２３日（金・祝） 第２８回福知山マラソン  

中島 徹 フル ４時間３１分１９秒 

 こんにちは、いつも伴走ロープを持ってもらい、楽しく走らせていただいています。本当にあり

がとうございます。 

 さて、１１月２３日、毎年恒例の福知山マラソンに今年も参加しました。昨年に続き、伴走は渡

邊孝司部長でした。 

 前半は坦々と、落ち着いたレースでしたが、後半に入ってから怪しくなり出しました・・・。２

６キロを過ぎた辺りから、足が重たく感じ始めました。 

 渡邊さんは１キロごとにタイムを教えていましたが、私がペースダウンしたので、もう送っては

もらえませんでした。私は痙攣に襲われると、止まって、こむら返りが治まるのを待ちました。３

５キロ辺りまで、何回もこんなことをしていました。もう何回こんなレースを繰り返してきたか、

自分が情けないやら、苛立たしいやら、早く脱出したい！悪戦苦闘する中で、こんなこともありま

した。 

 ３０キロ地点で、渡邊さんが「３時間８分！」と伝えてきました。私が「去年と同じことをやっ

てしもて、ほんまに情けな」と自分を叱咤すると、渡邊さんが「いやいや、去年より早いですよ、

伴走自己ベストはいけますよ」と答えたのでした。私は、ハッ！とさせられました。自分が挫けた

ら、渡邊さんに申し訳ない。 

 残り１２キロをキロ８分で行けば、昨年の記録をわずかでも上回り、渡邊さん自身のフルマラソ

ン伴走の記録が塗り替えれるのです。昨年はラストの坂を走れるくらいに回復したから、今回もい

つかは復活してやる気はありました。３４キロ地点から３５キロ地点までの、トイレ休憩の間、足

のこむら返りがおさまり、リズムをつかみ出しました。 

 ３５キロを通過した辺り、渡邊さんの右側に並んだランナーがしゃべりかけ、福井県で伴走して

いるとのことでした。この日は単独で走られていました。私は、このランナーについて行こうと思

いました。給水場所では、このランナーがコップを手渡してくれました。 

 その後の給水場所は、間隔が短いと感じるくらいに、自分の調子が戻っていました。ランナーを

抜き去る感覚が楽しかったです。渡邊さんが「１０分１０秒！」と伝えてくれたのが、４時間３０

分までの残り時間だと分かりましたが、沿道の「ラスト２キロ！」と教える声も聞こえました。こ

のまま、痙攣の再発がないことを願いながら走っていました。 
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 そして、これが福知山マラソン！と言われてきた三段池の坂にさしかかり、沿道の応援が、気持

ちを押してくれました。どん底からの脱出はゴールラインを越えた所や、止まるな、がんばれ、自

分に言い聞かせました。渡邊さんが「あと１０メートル！」ゴールできました。振り向き、コース

に一礼して、次に渡邊さんに感謝の気持ちで肩をたたきました。結果は、４時間３１分１９秒、で

した。 

 あの福井県のランナーに給水コップをもらってからは、私が先を走っていたようでした。レース

後、お話しすると、７１歳、ノサカさんとのこと。ブラインドランナーのアオタケさんの伴走をさ

れたこともあるようでした。ノサカさんは、私たちと競り合って、満足されたようでした。こちら

こそ、力を出し切ることができた満足感をいただき、感謝、感謝でありました。 

今年はゴール地点が変更して、荷物をおいた場所までが遠くなり、また痙攣が起こりました(笑)。 

 最後に、ラップタイムを載せます。 

スタート～５㎞、２９分２３秒 

 ５㎞～１０㎞、３０分８秒 

１０㎞～１５㎞、２８分５９秒 

１５㎞～２０㎞、２８分４３秒 

２０㎞～２１.０９７５㎞、７分５秒 

２１.０９７５㎞～２５㎞、２４分１６秒 

２５㎞～３０㎞、３７分３７秒 

３０㎞～３５㎞、４３分４秒 

３５㎞～４０㎞、２９分３２秒 

４０㎞～４２.１９５㎞、１２分３２秒 です。どうもありがとうございました。 

横尾祐郁 フル 3時間 04分 34秒  

       総合順位 245位／6003人、種目別 17位／975人（一般男子 45～49歳） 

10月 14日の東北みやぎ復興マラソンの後、ハムストリングはよくなってきたが、今度は左の腸脛靭

帯炎及び膝まわりの傷みになり、なかなか練習ができない。せいぜいジョグで 8 キロ。9 月の中旬から

故障続きで、10 月、11 月ともに月間走行距離は 150 キロ。通常の三分の一から四分の一だ。11 月 23

日のレース日が迫り、なかなか痛みが引かない。2日休んで、2日ジョグ。2日目のジョグで痛くなり走

れなくなる。そしてまた 2日休み。2日も休むと精神的に不安定になり、どうしても 3日目には走って

しまう。そんな繰り返しで 11 月 23 日が迫ってくる。大会 8日前、今度は思い切って 3 日休んでみた。

私にとって 3日休むことは相当辛抱が必要だった。しかし、3 日休んでみると、なんと今まで続いてい

たしつこい痛みをほぼ感じなくなっていた。大会 5日前にやっと痛みを感じることなく走ることができ

た。 

そして、大会当日。古傷の両膝にキネシオテープを貼り、練習量も激減していることからさらに圧迫

タイツを着用して少しでも足の負担を減らそうと考えた。10 月 14 日の東北みやぎ復興マラソンでは、

全くサブスリーなど考えもせず前半多少ペースを落として走ったのがよかったのか、後半ペースアップ

してまさかの 3時間 2分台。福知山では、狙えばひょっとするとサブスリーいけるかもという気持ちで

臨んだ。 

天候は雨、気温はこの時期ととしては寒く、6 度くらいだったと思う。スタート地点にならび、私は

今日のレースをどのくらいのタイムで走ろうか迷っていた。ギリギリサブスリーを目指すのか、3 時間
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一桁（＝4分半ペース）ぐらいでいくのか。はっきりと決まらな

いままスタートとなった。福知山はご存知の通り、スタートから

１キロは下り坂だ。最初の１キロが 4分 13秒。これで私の胎は

決まった。1秒でいい、3時間を切ろう。私は自分の体、足の赴

くままに走った。3キロあたりだろうか。近所のサブスリーラン

ナーIさんが声を掛けてくれた。えっ！出てたの？しばらく並走

したが、こちらはサブスリーペースで走るのは 1か月ぶり。Iさ

んが徐々に前方に行き、私とは 100メートぐらい差がついた。し

かし、その後、差は広がらず、ずっと Iさんの背中を追いかけ走

っていった。ギリギリサブスリーペースであるが、時々、早すぎ

る区間もあり、ちょっと無理をしているなとの感覚はあった。 

中間点では 1時間 28分台。サブスリーいける！そして、25キ

ロの折り返し地点。いつもはここからペースアップするため、今

回もそのつもりであった。しかしながら周りのペースが上がった

ように感じた。徐々にその感覚は正しいことがわかってきた。足

が重くなってきたのだ。 

昨シーズンは調子がよく、この感覚は経験しなかったのだが、久しぶりに感じるこの足の重さ。30キ

ロを過ぎると、もう足が前に出ない。なんとか骨盤を前後に返し走っている状態だ。自分ではかなりペ

ースダウンしている感覚ではあったが、私以上にペースダウンしているランナーもおり、自分がなんと

か粘っていることが分かった。 

そして、35キロを過ぎるとこれまで大丈夫だった左の膝が痛くなってきた。これはキネシオテープを

引っ張り過ぎて貼ったためだった。テープをはがしたいが、今回はその上に圧迫タイツをはいているた

めはがすことはできない。痛みに耐えながら走った。あの最後の坂の近くにある神社はまだかまだかと

思いながら走った。そして、その神社を過ぎるとあと 2キロ。そしてついにあの坂に入る。最初にちょ

っと登ってしばらくはフラットに近い坂を走る。今年からは最後の坂が多少短く、ゴールはもう見えて

いる。しかし、足は重い。短くなったといっても多分 200メートルぐらい。長い坂を登ることにあまり

変わりはない。ゴールが徐々に近くなる。呼吸も乱れ最後の力を振り絞りゴール。 

今振り返るとペースも落ちていたため、そんなにしんどくはなかったはずだが、その時はかなりしん

どかったようだ。ゴールの瞬間はあまり覚えていないが、フラフラだったことは覚えている。係員のお

じさんが、私に「車椅子あるよ」を言ってくれ、私は一瞬理解できなかったが、それくらい傍から見て

ヨロヨロしていたということだ。 

ゴール後、チップを外すあたりで Iさんが私を待っていてくれた。こんなに寒い中、私よりずっと先

にゴールされていたのではと思ったが、I さんも失速し、私より 2 分先にゴールされたということだっ

た。二人で体育館まで歩いていき、そこでお互いの健闘を称え合い別れた。 

レース後、1 週間ほど休んだのがよかったのか腸脛靭帯炎は治まった。しかし、あのテーピングで痛

めた左膝が痛い。私のケガはまだまだ続いている。次号、防府マラソンへ続く。 
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１１月２３日（金・祝） 第２８回 福知山マラソン           

浅利 良紀  フル グロス  ３時間５６分３８秒  ネット  ３時間５４分１８秒 

今年も何とかサブ４を達成することが出来た。とても嬉しい。 

 私の年齢位になると毎年走力が落ちてくるがその中で「なんとしても３時間台で走るんだ！！」

という強い気持ちを持ちながら日々練習してきた。サブ４の条件は次の３点に集約される。 

① １０Ｋ５０分を切ること（５Ｋなら２４分） 

② ハーフは１時間５０分以内 

③ 月間走行距離２００Ｋ以上 

私の場合どの項目もぎりぎりクリアしていた。そしてフルマラソンの結果もぎりぎりサブ４を

実現できた。これから後何年キープできるか分からないが「フォウエバーサブ４」を合言葉に

これからもひたすら練習をやっていきたい。 

浅利 依子 フル グロス  ４時間１８分１９秒 ネット  ４時間１７分１５秒 

９月の村岡ダブルフルが台風で延期になり、ちょっと気がぬけた。もっとも 

ウルトラの練習量がたりてなかったので内心は、ほっとした気持ちもあった。 

１０月もあまり走れないまま大会を迎える。とにかく大きく崩れない走りをしたいと思っていた。

10 キロ通過 55 分、先般の市民マラソンで 10 キロ 52 分だったのでこれではフルは持たないと思

いおとす。20キロ早くも足が重たくなる。30キロ通過２時間 55分。もしかして４時間一桁で行け

るかと甘い期待、しかしそんな甘くない。何とか踏ん張ってあの坂の手前まできた。今年から坂の

登りが少し軽減されたとはいえ、つらい、沿道の声援を頼りにゴールにたどり着くことが出来た。

今回は私設エイドにも助けられた。しかしこの後、関門がまっていた！とってくれた電車が１６時

４４分発。私には早すぎるやん（涙） 

 ゴールしてお汁粉も並んでいるので断念。足がつらずに何とか着替えることができ、バスに乗り

込んだ。そして無事に福知山駅にたどり着くことが出来たのであった。 

１０月２１日（日） 第３４回京田辺市マラソン大会  

 浅利依子 １０ｋ ５２分３３秒 

久しぶりの地元レース。皆さんの声援を受けて頑張りました。結果４位. 

１１月２３日（金・祝） 第２８回福知山マラソン 

 齋藤正法 フル 5時間 25分 48秒 （ネット 5時間 16分 55秒） 5362位 

 去年も寒かったが、今年も時々しぐれて寒かった。スタートからゴールまでビニール袋を着けたまま

走った。30ｋｍまでは何とか走れたが、残り 12ｋｍはガタガラ、ヘロヘロでお話になりません。 

12月 2日（日） 2018八幡市民マラソン 

 齋藤正法 ハーフ 2時間 06分 56秒 372位／633人 

 こちらは、季節はずれの陽気で、少し暑かった。半袖、半パンでよかったのに、後の祭り。 

同じペースのお姉さんについていったが、第 2折り返し手前でペースをあげられてぜんぜんついていけ

へん。あっという間にはなされてしまった。 

 それにしてもなかなか 2時間が切れません。 
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１月２７日（日） 第３５回京田辺市民駅伝競走大会 

当会からの代表チームのメンバーが確定しました。 

応援、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月３日（日） 第３６回京都木津川マラソン 

 今年も多くの会員がエントリーされています。応援にいこう。 

 

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。 

 この時期、堤防に咲いている花がほとんどなくなりました。そこで、スタートの関屋橋から約 250ｍ

付近・車止めの手前に、本来春の花ですがこの花が咲いていましたので紹介します。いたるところで見

られるおなじみの花です。（今は、温暖化の影響かほぼ年中花が咲いているようです） 

第４回 １２月  ホトケノザ 

 柄のない葉が対生し、茎を丸く取り囲んでい 

るのを仏の座る連座に見立ててこの名がある。 

春の七草でいうホトケノザは本種ではなくコオ 

ニタビラコのことです。この草は食べられま 

せん。畑や道ばたに普通に見られ群生したら 

見事です。（本来は３～６月に花が咲く越年草 

です。） 

 

【編集後記】 

私事ながら、昨年 12月 8日にスマホデビューできました。 

連日、使い方を習得すべく、悪戦苦闘です。 

ＬＩＮＥの便利さにも今更ながら驚いています。 

スマホからも気軽にご投稿ください。 

ケイタイ電話 090-1488-7815 

ケイタイメール saka2518yabegawa@ezweb.ne.jp 

ＬＩＮＥで連絡網をつくったらいいなと考えています。（坂田） 

区間 女子チーム 男子チーム 

1  中島寛子  中島徹（伴走：渡辺孝司） 

2  谷川琴美  坪倉修二 

3  豊島博子  竹原順治 

4  草野美澄  横尾祐郁 

5  竹原絹栄  加藤照男 

6  宮浦裕美  藤田邦昭 

補員  鈴木ひとみ  藤井満博 

補員  香村久子  

mailto:saka2518yabegawa@ezweb.ne.jp

