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２０１９広島―長崎リレーマラソンに参加して 

         核兵器と戦争のない平和な世界の実現を願う 

                              チーム絆 藤井満博 

 

プロローグ 

今年も参加してしまった。この酷暑の中、また走らなくてはならない。 

本来、楽しくて仕方ないはずのウルトラマラソンだが、 

広島長崎のリレーマラソンだけは苦しい。 

ではなぜ苦しいのに走りたくなるのか、自分で自分の気持ちが分からない。 

 

＜広島・原爆ドーム前にて＞ 

今年も８月６日が来た。今年も不安でいっぱいだ。年々走力は落ちている。ﾁｰﾑに迷惑をかけないか不安

でいっぱいだ。やるっきゃない！ 

思い起こせば 2016 年 5 月 27 日オバマアメリカ大統領が広島を訪れ、スピーチした。 

この流れを絶やすことなく継続し、世界平和の実現に繋がればと期待する。 

 

京田辺走ろう会会報 

事務局 TEL/FAX：0774-62-6196 

E-mail： is1967tk1001@leto.eonet.ne.jp 

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

 

 

mailto:is1967tk1001@leto.eonet.ne.jp
http://ktrc.shinegold.org/
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＜夜間走専門から昼間も走る＞ 

例年夜間走専門であるが、今年は違って真昼間の時間帯を走る計画も組まれている。自信がない。しか

し真昼間は、同じﾁｰﾑの仲間たち、他のﾁｰﾑのﾗﾝﾅｰたちと交流が出来て良かった。錦帯橋・生野屋（徳山

の手前）では他のﾁｰﾑの方々ともおしゃべりできて楽しかった。長府駅のジョイフルでは、同じﾁｰﾑの方々

と長々おしゃべりしていた。 

＜今年も絆メーリングリストを作った＞ 

待つのもリレーなのである。しかし絆の場合、待つ時間が長い。そこでリレーマラソンの現在進行状況

を絆メンバー全員が情報共有する目的でメーリングリストを作った。走り終えたメンバー（タスキを渡

し終えたメンバー）が到着時刻・到着場所などをメールし全メンバーに通知する。待ち時間は減らない

が、効率的な待ち時間を過ごすことができた。 

＜意外に涼しい 錦帯橋~柱野駅 4.8K  8/6  16:07-16:51＞ 

昨年は災害級の暑さであった。徳山地方の昨年の 8 月６日昼間の最高気温は３７度と記憶している。し

かし今年は違った。以外に涼しいのである。 

天の助け！予定より５２分遅れで錦帯橋をｽﾀｰﾄする。 

初めて走る区間で、岡山の宇野さんと一緒に走る。 

 

途中、川西駅前のスーパーマルキュで、ﾋﾞｰﾙを飲みたかったが我慢である。ﾁｰﾑ絆は常に時間が押してお

りそんな余裕はない！石州街道を走るが途中の分岐を左に折れ山道に入る。この先にはトンネルがあり、

左折が間違いない事を確認。ほっ。地図の拡大図とおりＵターンのような道を進み川にでる。このコー

スはトンネルや川などの分かりやすい目標物があり、初めてのコースながら、問題なく走れた。 
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＜Google-Map を活用＞ 

Google-Map にコース上のお店をお気に入りまたは行きたい所として入力してきた。 

初めて走る錦帯橋から柱野駅までの 4.8ｋが不安であった。 

迷ったら Google-Map で確認するであったが、結果的に Google-Map を見ることはなかった。 

＜タスキを渡し忘れ 生野屋駅~徳山駅 8.8K  8/6  21:24-22:54＞ 

山口県下松市生野屋には、なんとコンビニがあった。ﾋﾞｰﾙは止めて、ホットコーヒで一息。 

生野駅にはﾁｰﾑアイチとﾁｰﾑ折鶴がいた。ぺちゃくちゃとおしゃべりしていると、待ち時間も楽しい。前

走者の宇野さんが到着。彼は 21：45 が生野屋発最終電車。リレー到着時刻は 21:24 そんなに余裕はな

いが、セーフである。暗い夜道を走り始める。車のライトが眩しく走りづらい。花岡・桜木とチェック

ポイントを難なくクリア。途中 HOTEL AZ のネオンサインはいい目印になった。地図作成者の越田さ

んの気づかいには、ほんとに感謝である。 

徳山市内の「ゆめタウン」を問題なく左折。そこには他チームのメンバー数人が休んでいた。もう徳山

駅はすぐなのに、なんとも羨ましい余裕である。徳山のホテル、アルフレックス徳山駅前のロビーで岡

山の光藤さんにリレーである。しかし、あろうことかタスキを 

渡すのを忘れた。今から追いかけても間に合わない。そこで徳山駅に行き、ﾀｸｼｰをチャーター光藤さん

を追っかけてもらうのである。とほほ。 

＜酷暑の中を 長府駅~関門トンネル下関 8.1K  8/7  14：52-15：24＞ 

暑い！！日影がない！！干からびてしまう！！熱射病ちゃう！！ゴールはまだ！！ 

常に以上のことを思いながら走った歩いた。なんとも過酷なコースである。 

関門トンネルの中は涼しいのを知っている。対照的な暑さ。もうなんともなりません。 

 

＜漆黒の闇での峠越え 飯塚～基山 32.9K  8/8  00:00～06:25> 

いつもながら、飯塚駅は寂しい。誰もいない。前走者の山崎さんから電話がありとても 0:00 には飯塚に

つけないとのこのとこと。事前の打ち合わせどおり、0:00 を待って飯塚駅前をｽﾀｰﾄする。今夜は星明り
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もなければ、月明かりもない。漆黒の闇での峠越えを覚悟する。 

天道駅前、吉原橋と順調に進む。数年連続で走ったこのコースは、もう慣れたものである。 

しかし、チェックポイントの出雲の交差点がなかなか現れない。どうしたんだろ道を間違えたのか不安

になり、何度も地図をみる。結局は昨年と比べてトータル４０分も遅れて走っている。後で走力の衰え

を実感するのである。 

 

昨年の 258 キロ地点山口集落の手前  今年の同地点    FamilyMart 筑紫野吉木店 

 

いよいよ漆黒の闇の中、米の山峠を目指す。昨年は全面通行止めの区間を迂回しながら 

走ったが、今年は片側通行が可能だ。車に注意しながら恐る恐る進む。車は、まさかこんな真夜中に歩

行者がいるとは思っていないので、通常のスピードで突っ込んでくる。とても危険な状況であることを

再認識する。採石場を過ぎ米の山峠はすぐそこであるが、なかなか峠が現れない。必死に歩く。時折現

れる車に、神経をすり減らす。 

峠を越え、筑紫野に入ると、必ず FamilyMart 筑紫野吉木店のﾋﾞｰﾙとおにぎりで「ひとり乾杯」である。

うまい！そして峠越えを終えたことでほっとするのである。 

例年ここからよく道を間違えるが、今年はノーミスで基山にたどり着く。 

基山駅直前の踏切がなかなか開かずいらいらした。 

＜光藤さんと一緒 大村~諫早 10.1K  8/8  21：23-23：10＞ 

前走者の光藤さんが、大村からも走って下さった。ありがたい。おしゃべりしながらの 

１０キロはすぐ終わった。終わった後呑みに出かける元気もなく、ホテルでひとり乾杯。 

 

＜余談 憧れの MAZDA  Zoom-Zoom スタジアムにて野球観戦> 

 

おいらは、広島カープファンである。8/4 マツダスタジアムで広島―阪神戦を観戦できた。 

11-5 で広島の勝利！ 初マツダスタジアム。カープロードも歩けて興奮状態。 
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7 月 26 日（金）富士登山競走 山頂コース(五合目打ち切り 15 キロ) 

1 時間 50 分 1 秒（301 位/完走者 1365 人） 

横尾祐郁 

【富士登山競走について】 

3 月にマラソンシーズンが終了し、何か目標となるレースにエントリーしておかないと練習に対する

真剣度が弱まってしまうと思い、毎年、何かきつめのレースにエントリーしている。今年は何にしよう

か。2 年ぶりに富士登山にエントリーしてみることにした（2 年前の記録（山頂コース） 3 時間 36 分

55 秒 152 位/完走者 1209 人 完走率 50.56％、3 年前の記録（5 合目コース）1 時間 49 分 32 秒 134

位/完走者 1244 人）。私がこのレースに対して、フルマラソン以上に不安を感じるのは、まず、とにかく

登り坂しかないこと。距離にして 21 キロ（5 合目までは 15 キロ）。そんなコースは他にはない。トレ

イルのコースでも登りがあれば下りもあり、下りで呼吸を整えることができる。しかし、このコースで

はそれができない。スタートからずっと呼吸が上がりっぱなしなのだ。４時間近くも。歩けるのは森林

から一気に視界が開け富士山の頂上あたりまで目前に迫ってくる 6 合目の手前あたりからだ。その辺り

で、皆早歩きになり、やっと走らなくていいと思ってしまう。次の不安が 8 合目（標高 3360ｍ）以降、

空気が薄い中での体の反応だ。2 年前は多少フラっとなる場面が何度かあり、ペースも落ちて抜かれる

ことも多くなった。私の弱点のようだ。思い返すと他のランナーは岩場を 2 本足で登っていたのに私は

四つん這いになって登る場面が多かった。2 年の加齢により、どうなるのか不安だった。 

【5 月以降レース当日まで】 

さて、このレースに備え、5 月と 6 月のトレイルレースにエントリーしていた。5 月はギザハウスと

いうランニングクラブ主催の「京都トレイル」というもので、それほどしんどいものではなかったが、

6 月の第 4 回六甲 5 ピークストレイルレース（ショートコース 29 キロにエントリー）というのがもろ

本格的なトレイルレースであった。あの UTMB（ウルトラトレイル・デュ・モンブラン）のポイントに

もなる大会であり、ホームページを見るとロードランナーのような人はゼロ。本格的なトレイルランナ

ーばかり。私はビビッてしまい、平日に休みをとり、試走（20 キロぐらい）まで行った。そして、本番

の 6 月 2 日。トレイル素人の私は、それまでトレイルランナーの下りのスピードに憧れていた。登りで

は負けないが、下りでは一瞬で抜かれてしまう。過去 3 回ほど出場したトレイルのレースで、いつも下

りさえ速く走れればトレイルランナーと互角に張り合えるのにと思っていた。しかし、今回は試走もし

たことだし、多少慣れたのか六甲の山頂を過ぎ、下りは気持ちいいくらいスピードを出して走れていた。

30 分ほど先にスタートしていたロングコースの後方のランナーをどんどん抜いていると「7－8 番ぐら

いやで」と教えてくれた。 

今日は調子がいい。そう思って大きなストライドで跳ぶように下りを走っていた矢先、21 キロあたり

でガツン！と一瞬何が起こったか分からなかった。私は前方に顔面から転倒。鼻血で大出血し、顔面血

まみれとなり、意気消沈。走る気力がなくなり、リタイヤしてしまった。その現場から近道すればゴー

ルまで 4 キロ程だと分かっていたので、私はとぼとぼ歩いてゴール地点へ。何とも悔しい DNF。幸い

鼻は骨折していなかったが、翌日から腰が痛く、とても走れる状態ではなかった。当初、転倒の影響だ

と思っていたが、どうもトレイルの下りの衝撃が腰痛の原因のようだった。 

整形外科に行き、シップと痛み止めの飲み薬を服用し続け、やっと走れるようになったのは、2 週間

後、つまり、富士登山の 1 か月程前。だが、完璧には治らず、姿勢の角度によっては、おっ！とギック

リ腰になりそうな場面もよくあった。そのような状態ではあったが、不安を解消するためには、練習を
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重ねるしかない。2 年前に行ったような練習をした。とにかく登り坂を走る。片足 2 キロのアンクルウ

ェイトを装着しマンション最上階の 18 階まで何往復もする。400m の坂道で何度もインターバル走を

行う。などなど。何とか本番に間に合わせたつもりだった。 

【レース当日】 

そして、本番当日。スタート地点である富士吉田市役所に 5 時半到着。多少雨が降ったが、しばらく

して止んだ。降り続くような天気でもない。トイレに並び、アップ等々行っているとあっという間に 6

時 30 分。スタートに並ぶ時間だ。A ブロック先頭に並んでいた枚方マスターズの S さんに声を掛ける

と「5 合目までだそうですね」と言われ「えっ！？」私は一瞬耳を疑った。どうも私がスタート地点か

ら離れた場所でアップをしている時間にアナウンスされたようだった。山頂は 5分おきに天候が変わり、

ランナーの安全を確保できないから、というのが理由だった。ショックである。この日のために練習を

積んできたのに。落胆と残念な気持ちが大きいのだが、心のどこかでちょっとホッとした気持ちにもな

っていた。ここで気持ちを切り替え、多くのランナーが考えていたように私も馬返し（山道になる地点、

10.8 キロ、標高 1450m）までは突っ込むつもりでスタートを待った。 

そして、例年の如く、このレースのランナーであり、地元富士吉田市の消防士でもある宮下陽平さん

のエールの後、市長の号砲で 7 時スタート。過去 2 回のレースより飛ばしたと思う。300m ほどフラッ

トな道路を左折すればそこからゴールまで登り坂だ。その左折地点から直線約 2 キロ商店街、住宅地を

通っていく。実はここの坂道が一番しんどいと思う。走れるコース（スタートから 5 合目まで。6 合目

以降は走れない。）では一番の勾配だと思う。一気に心拍数が上がる。時間にして 10 分ちょっとだと

思うが、とても長く感じる。そこを過ぎるとすぐに坂はなだらかになり、神社の参道のような高い木々

が繁る砂利道に入っていく。 

しばらくすると舗装道路に出て延々と中ノ茶屋（7.1 キロ地点）というところまで微妙な登坂を走っ

ていく。目では平坦な道を走っているように見えるのだが、心臓や足の感覚では全く平坦ではない。心

臓はバクバクのまま、足は全然軽くならない。周りのランナーの息も荒い。多少であってもいい、下り

はないものか（過去 2 回走っているので、ないことは分かってはいるのだが）先を見通す。あそこまで

行ったら多少下っているようだ。前方のランナーたちの列の形を見て多少なりとも下っているように見

える数百メートル先まで期待して走るが、下ってはいない。結局、中ノ茶屋に到着し、砂利道に入って

いったところでほんの数百メートルであるが、平坦さを感じた。ちょっとホッとしたのも束の間。心臓

と足はすぐに登りを感じる。馬返しまでまた登りを走るしかない。馬返しはまだかまだかと思いながら

走る。時計は見なかった。見てしまうとあと○○分も登りを走らねばと思ってしまうからだ。そして、

やっと馬返しに到着。 

ここではじめて時計を見る。58 分台だったと思う。多くのランナーはここで給水し、多少歩く。この

一瞬の歩きでも心臓にとっては嬉しいのだ。ここからは登山道だ。一段一段が長い丸太階段を上ってい

く。道幅も狭く、簡単に前のランナーを抜けない。場所によっては、こちらは走りたいのに前のランナ

ーが歩いているためそれに合わせないといけないところもある。今回はそのような場面が多かったよう

に感じた。もう走り続けることはできない。歩き、走りしながら坂を登っていく。完全に登山だ。 

途中、「すみません、通りまーす」という女性の声が後方から聞こえた。一人しか通れないような狭

い道で追い抜かれた。女子 3 位の選手であった。私もそれに続けば前方のランナーたちを追い抜いてい

けたのにその気力はもうなかった。しかも過去 2 回のレースで、この辺りの高度で感じたことがない頭

のズキズキを感じていた。頭痛というほどではないが、頭の血管がドックンドックンしている感覚だ。
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恐らく空気が薄くなっているためだろう。馬返しを過ぎているため、標高は 1500ｍ以上だ。もし、5 合

目打ち切りでなく山頂まで行っていたら、どうなっていたのだろうか。私は今後また出場するかもしれ

ないこのレースに不安を感じてしまった。 

さて、そうした体調でも一人また一人と抜いていく気持ちだけは持ち続けていた。ハアーハアー言い

ながらゴールを目指す。抜ける場合は抜く。声援が多くなり、駐車されている車もある。ということは

舗装道路があるということだ。つまり、ゴールも近いはずだ。そして、案の定、舗装道路があり、道路

に上がる。もうゴールか？と思ったら、また登山道に入る。気持ちはもうゴールの近くまで来ている。

しかし視界ではまだまだゴールを感じることはできない。 

登山道は続く。そして、やっと舗装道路に上がり、今度こそゴールへの道であった。3 年前に走った

五合目コースのコースだった（山頂コースの 5 合目通過地点は別のコース）。思い出した。そこからす

ぐにゴールではなく、300 メートルほどあるのだ。高い湿度のため、靄（もや）で多少白くなっている

中を走る。ほんの少しの距離ではあるがとても長く感じる。勾配は緩やかなのに全くスピードがでない。

空気も薄いため速く走れない。ジョグぐらいのペースでゴールを目指す。今年はゴールに「富士登山競

走」の横断幕もない。チップ計測の青いマットが目に入り、ゴールだと分かった。しんどい、特に心臓

がしんどかったレースはやっと終わった。私の目の前にはスマホを構えた枚方マスターズの S さんがい

た。私のゴールタイムを予想し、撮影してくれていたのだ。ゴールして馬返し以来見ていなかった時計

を見ると 1 時間 50 分 2 秒。ああ～もう少し急いでいれば 40 分台だったのに、と思う反面、まあ過去の

レースとあまり変わりなかったので、こんなものだという納得した気持ちが交錯していた。 

ゴール後、私は、ともにレースに出場した大学時代の友人 T 君がゴールするのを待ち、彼がゴール後、

一緒にバス乗り場へ向かった。5 合目コースのいいところは、ゴール後バスにすぐに乗れるということ

だ。山頂コースの場合、ゴール後、1 時間半程かけてこの 5 合目まで自力で降りてこなければならない。

ランナー用のバス乗り場は、登山客用の 5 合目バス乗り場より、1 キロほど先にある。その方向へ行く

と、もう数百メートルの列が、、、。せっかく早

く帰れると思っていたのに。何十分もしくは 1時

間？ぐらい寒い中待ったと思う。（もし、このレ

ースに出場される場合、ゴール後、すぐにバス乗

り場へ向かわれることをお勧めします） 

5 合目コースは 15 キロ（標高 2250ｍ）。よく

ハーフマラソンぐらいのしんどさと言われる。

過去の自分のレースを思い返してみてもそう思

っていたが、今回はハーフ以上にしんどかった。

特に心臓が。甘南備山、高船、天王、高山、職場

近くの激坂（300 メートルくらい）等々いろいろ

な坂で練習したつもりになっていたが、ほとん

ど効果がなかったような。 

2 年前も思ったことだが、トレッドミルで傾斜

をつけ、延々と何時間も走る方が成果はあるの

ではと感じた。次回走るとしたら 2 年後。やはり

山頂まで登りたい。 
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7 月 21 日（日） 奥比叡・仰木の里棚田トレイル 28 ㎞ 

梶正人 ４時間２８分  128 位/完走者 245 名 

 この大会は一昨年にも出場しました。その時は 16 ㎞の部に出て、1 時間 55 分で完走し、139 人中 19

位とかなりいい成績だったので、今回は 28km の部にエントリーしました。大会準備として、２ケ月前

頃から甘南備山や天王方面などアップダウンのあるコースを選んで走っていました。 

 当日は体調もよく快調に走り出しましたが、6.3km 地点の第 1 エイドを過ぎて前回とは違う 28km コ

ースの道に入った瞬間に獣道のような感じになり、登り坂が半端なくきつくなって体力を激しく消耗し

てしまいました。第 2 エンドがある 9.7km 地点でスタミナの限界に達して脚が攣りそうになってきま

した。足が上がらなくなってちょっとした木の根の盛り上げを越えるのもきつくなりましたが、アップ

ダウンは容赦なく続き、泣きたい気分で走っていました。 

 登り坂だけではなく、下り坂でも恐怖心からブレーキをかけるような走りになりスピードに乗れず筋

力を使っていました。今後は下りの練習もする必要を感じました。 

 山道がやっと終わって、棚田が広がる後半になっても体力は回復せずバテバテでゆっくりとしか走れ

ません。次々と他のランナーに抜かれてスタミナ不足を痛感しながら走っていました。 

 やっとのことでボロボロになってゴール。前回より 12km しか距離が増えていないのにタイムは倍以

上かかってしまいました。順位は全体の半分くらい、フルマラソンなら普通上位 3 割より上にいるので

それと比べるとかなり悪い成績ですが、登り坂ではほぼ歩き、平地でもゆっくりしか走れなかったのに

真ん中くらいの位置ということは他の選手も苦しんだということでしょう。 

 レース後、こんなきついコースはないと思いながら受付の時にもらった他大会のチラシを見ていると、

日本トレイルランサーキット協議会の難易度というのが示されていて、京都一周トレイル、ダイヤモン

ドトレイルの 2 大会は 5 段階の 3 でしたが、本大会は 2…。 トレイルの大会はしばらくやめときます。 
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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。 

 今回も草刈ですべて刈られてしまいましたので手原川（スタート地点）沿いの花を探しました。なお、

木津川ロード沿いには新たにツルボが咲いていますが、去年紹介済みですので省略します。 

第１２回 ８月 マルバルコウソウ 

熱帯アメリカ原産のつる性の１年草。江戸時代末期 

に観賞用として渡来したが、今ではほとんど栽培さ 

れず、野生化したものが各地にみられる。朱紅色で 

５角形の小さな花が咲く。葉はハート形で互生する。 

＊この花は繁殖力が強く野生化していますが、ルコ 

ウソウは美しい星型の真っ赤な花と細く羽状に切れ 

込む葉の美しさもあり庭植えされています。 

（今までの掲載） 

２０１８．１０  504  １   ツルボ  ９月 

     １１  505  ２   ツリガネニンジン １０月 

     １２  506  ３   コセンダングサ  １１月 

２０１９． １  507  ４   ホトケノザ    １２月 

      ２  508  ５   ヤドリギ      １月 

      ３  509  ６   フクジュソウとスノードロップ ２月 

      ４  510  ７   カラスノエンドウ  ３月 

      ５  511  ８   アカツメクサとシロツメクサ  ４月 

      ６  512  ９   ナヨクサフジとクララ、カワラマツバ ５月末 

      ７  513  １０  カワラナデシコ  6 月末 

      ８  514  １１  オニユリとヤブカンゾウ  ７月末 

      ９  515  １２  マルバルコウソウ ８月末 

走り込み月間 （過去のデータ） 

 回  年  男子最高    ｋｍ 女子最高   ｋｍ 参加者数 合計距離 近いで賞 

24 2011 藤田邦昭 592 木村あゆみ 450 65 12,947 荒木英和

25 2012 藤井満博 1,430 木村あゆみ 400 62 12,777 ？

26 2013 加藤照男 611 木村あゆみ 451 60 12,210

中島徹
中島寛子
森岡進
高岡三樹子

27 2014 藤田邦昭 613 木村あゆみ 501 54 10,276 瀬尾浩司

28 2015 加藤照男 501 木村あゆみ 505 61 10,963
泉弘
加藤照男

29 2016 横尾祐郁 515 満岡冨佐子 441 52 8,303 浅利良紀

30 2017 横尾祐郁 571 木村あゆみ 304 56 9,040 井上福身

31 2018 藤田邦昭 453 満岡冨佐子 287 49 7,347 古野敏

32 2019 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？


