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第一回北九州マラソン   　村西　和章

２月９日、東京では昨日来からの大雪で大変な最中、

私は故郷で開催される「第一回北九州マラソン」のス

タートラインに立っていました。（前日土曜の早い

飛行機便でぎりぎり移動セーフでした）

本大会は１９６３年（私の生まれた年）の北九州市

誕生から市制５０周年を迎え、記念行事として開催

されたもので、生まれ故郷を走る大会として是非と

も出場したかった大会でした。運用よく抽選に当た

り（家内も当選）、故郷に錦（？）を飾るべく準備

していましたが、１２月に発生した筋断裂が全く完

治せず、練習はおろか出場さえ危ぶまれましたが、

「歩くようなペースでもいいからこの大会だけは」と

の思いで参加を決めたのでした。（そのおかげで、大

会以降１ヶ月以上１メートルも走れない状態が続い

てしまったという代償付きでしたが）

さて、大会は９：００に小学生のころ書初め大会を

行った小倉城前をスタートです。

スタートしてしばらくすると、金哲彦夫妻がビデオ

片手に走っています。彼も北九州出身で同期、中学時

代は駅伝ライバル校のエースでした。「緑ヶ丘中！

（彼の出身校）石峰中だ！（私の出身校）」と叫ぶ

と彼は笑って「オウ！」と応えてきました。（と勝手

に私がそう聞こえただけかもしれない・・・）

５ Km手前は私の出身高校（現東京都知事は陸上部

の先輩です）の通学路です。出場が危ぶまれたため、

高校の同窓には事前連絡はしませんでしたが、沿道

には母校の校章を表示したタオルやポスターを掲げ

た方達が応援しています。「高校３４期 OBで～す」

と叫びながら通過して行きました。

７ Km付近からは、官営八幡製鉄所東田第一高炉や

スペースワールド、若戸大橋等の景色を見ながら走

ります。

紙面の関係で一気に３０ Km！関門大橋の見える門

司港レトロ街付近が折り返しです。折り返し以降、一

緒に参加した三島さんや水越さん、家内ともすれ違

います。折り返す前の２０ Km以降折り返してゴー

ル手前の４０ Km付近まで海岸線のコースとなりま

すが、声援はほとんど途切れません。（２８万人の応

援だったそうです。なんと北九州市の人口の約３

割！）故障による痛みと練習不足から３０ Kmから

はほとんど歩くようなペースでヘロヘロのため声に

出す余裕はとてもありませんでしたが、エイドのボ

ランティアや沿道の声援に対し心の中で「ありがと

うございます」を連呼しておりました。

そして、何とかかんとかゴール。正直４時間２０分く

らいは覚悟してましたが、予想外に３時間５０分で

走り切れました。

大会全体の運営は第一回にも関わらず非常にスムー

ズで、まるで歴史を重ねた大会のような運営、また、

トイレはさすが TOTOの地元らしくほぼ１ Km毎に

設置されてました。各エイドは公式スポンサーごと

に行うという試みで、各所特徴のある「おもてなし」

と応援は素晴らしかったと思います。かくして大会

は無事終了し、小倉の夜の「反省会

と称する長距離マラソンに突入したのは言うまで

もありません・・・。

東京からは少し遠いですが、九州では素晴らしいコ

ース、そして何と言っても東京では食することので

きない魚介類などの食べ物と有名温泉がセットで満

喫できる大会が目白押しです！今年１１月には「第

一回福岡マラソン」も開催されますので、我が故郷、

九州の大会に一緒に参加しませんか！！
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サブ３．５を目指して　　　　福田　務

　２０１４年東京マラソンでは，たくさん方々の応

援を頂き有難うございました。

緑の幟をめざし、皆様に出会ことを励みに距離を刻

みました。

　さて、去年の忘年会で今年の目標として、サブ３．

５達成を掲げました。

今年１月の館山若潮マラソンで目標達成を狙いまし

たが、残念ながら３時間３７分４６秒と目標に届き

ませんでした。

この記録も走友会大先輩楠さんの最後５キロの自転

車伴走が無ければ、３時間４０分も切れなかったで

しょう。

大会の反省を活かして、東京マラソンでサブ３．５

を狙い以下の対策を実行しました。

①エネルギー切れ防止のカーボローディング?ウォ

ーターローディングを６日前の月曜日から実施。

②トイレ対策として、これも月曜日から、利尿作用の

あるお酒?お茶?コーヒーを控える。

③レース序盤は押さえ気味にスタート。

④遅いランナーがいても、急加速などで追い抜き無

駄なエネルギーを使わないこの対策を講じましたが、

東京マラソンでの結果は３時間３７分0秒、自己新

記録を僅か４６秒更新で残念ながら終了しました。

　東京マラソン後、今年度最後の出走レース 3月 23

日板橋 cityマラソンで、良い結果を残す為反省に次

ぐ反省で以下の対策を実践したいと思います。

①カーボローディング?ウォーターローディングの

スタートが早すぎた。体重が平常時の 5キロ増。

※普段は夜、炭水化物を取らないが、一週間前から晩

にご飯をたらふく食べていました。

カーボローディング?ウォーターローディングを木

曜日から実施する事に変更。

②トイレ対策として一週間前から、利尿作用のある

お酒?お茶?コーヒーを控える。

※これは効果あり、しかし一週間も控え無くて木曜

日からお酒・お茶・コーヒーを控える。

③④共にこれが、東京マラソンではまっく出来ませ

んでした。グロスタイムを意識してついついスピー

ドアップ。実際のレースでは平常心を失いなかなか

冷静には走れない物です。

板橋 cityマラソンに力強い助っ人さんが現れまし

た。走友会のエース丸山さんが練習の一環として出

走され、私の平均目標ペース 4分 50秒/キロに合わ

せペース伴走をしていただく事に何と有難い。

大会の結果は、会報発行のおりには、既にわかってい

ますが。とにかく悔いのないいレース、悔いの無いシ

ーズンで終了したいです。そして、来シーズンに向け

てまた半年、みなさまと切磋琢磨し、自己新記録を狙

って参りますので、今後も今まで以上のお付き合い

をよろしくお願いいたします。

☆石原　和夫　さん　

（小平市鈴木町　S23年生）　　　　

　　

2

新入会員のご紹介

新たに入会された方々です

よろしくお願いいたします♪
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４月２７日（日）　　八国山

　　２９日（火）　　深大寺　

５月３日（土）　　　多摩湖（カタクリの湯）

　　４日（日）　　　高尾・陣馬

　　５日（月）　　　サントリービール工場

　　６日（火）合同練習　　井の頭公園

日程： ５月１７日(土)～１８日(日)

場所： 夕焼け小やけふれあいの里

　　　　八王子市上恩方町２０３０

会費：　１０，０００円

バス： 京王高尾駅・JR 高尾駅北口から

　　　　西東京バス「陣馬高原下」行き約30 分

　　　　「夕焼小焼」下車

車： 中央自動車道八王子I.C から国道16 号、

　　　20 号を経て追分交差点から陣馬街道を

　　　約 30 分（駐車場165 台 無料）

http://www.hachioji-kankokyokai.or.jp/yuyake/yuya

kekoyake.htm

※1日のみの参加も可です。

　具体的なスケジュール・ランニングコース・

　集合時間などは、後日お知らせいたします。

開催日：２０１４年９月１３日（土）

　今年も多くの参加者が予想されます。皆様のお

力添えがあってこそ成り立っている恒例の一大

イベントです。当日はご協力のほど、何卒よろし

くお願い申し上げます。

　いつも利用させてもらっている八幡神社の社務所です

が、昭和４８年建築の建物で老朽化が進み、理事会に

よってこのたび下記のように修繕を行うことになったそう

です。

記

１ 修繕箇所

(1) 屋根の葺き替え

(2) 玄関戸の交換

(3) 縁側雨戸の交換

２ 修繕費の調達

   (1) 目標金額 150 万円

   (2) 一口 5000 円以上の「寄付」を募る

　走友会は、これについて 20,000 円を寄付しました。
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GW 走り込み

スケジュール
小金井公園走友会

５時間走について

平成26 年度 合宿の

お知らせ

寄付金：社務所修繕
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日時 大会名 種目 参加者 記録（グロス） 記録（ネット） 備考

第３５回小金井元旦ロードレース 中村　清治

第３５回小金井元旦ロードレース 齋藤　良江

走り始め大会 斎藤　良江

ディズニーマラソン ハーフ 武重　豊

ディズニーマラソン フル 武重　豊

谷川真理ハーフマラソン ハーフ 松坂　泰洋

谷川真理ハーフマラソン ハーフ 三島　文一

谷川真理ハーフマラソン ハーフ 柳田　美智子

谷川真理ハーフマラソン ハーフ 水越　利恵

第３３回フロストバイトロードレース ハーフ 武重　豊

第３３回フロストバイトロードレース ハーフ 神田　有紀子

第３８回サンスポ千葉マリンマラソン ハーフ 本間　敬子

高槻シティーハーフマラソン ハーフ 丸山　隆史

第３４回館山若潮マラソン フル 山崎　博臣

第３４回館山若潮マラソン フル 高橋　達夫

第３４回館山若潮マラソン フル 福田 務

第３６回館山若潮マラソン フル 齋藤　良江

第６２回勝田全国マラソン フル 井上 俊太郎

第６２回勝田全国マラソン フル 伊藤 公博

第６２回勝田全国マラソン フル 中村　清治

第６２回勝田全国マラソン フル 尾曽越　俊邦

第１２回新宿シティハーフマラソン ハーフ 平田　幸一

第１２回新宿シティハーフマラソン ハーフ 柳田　美智子

第１２回新宿シティハーフマラソン ハーフ 鶴岡　実路

第１２回新宿シティハーフマラソン 佐々木　彰

別府大分毎日マラソン フル 松坂　泰洋

別府大分毎日マラソン フル 平田　幸一

第１回北九州マラソン フル 村西　和章

第１回北九州マラソン フル 三島　文一

第１回北九州マラソン フル 村西　久美

第１回北九州マラソン フル 水越　利恵

アリゾナマラソン フル 丸山　隆史

東京マラソン２０１４ フル 金子　弘

東京マラソン２０１４ フル 中村　清治

東京マラソン２０１４ フル 福田 務

東京マラソン２０１４ フル 神田　有紀子

立川シティーマラソン ハーフ 中野　博之

三浦マラソン ハーフ 山田　サチ子

三浦マラソン 加藤　一夫

三浦マラソン 久保田　正明

小田原尊徳マラソン ハーフ 丸山　隆史

板橋シティマラソン フル 山本 克彦

板橋シティマラソン フル 福田 務

板橋シティマラソン フル 三島　文一

板橋シティマラソン フル 尾曽越　俊邦

1月1日 10ｋｍ 47分08秒

1月1日 10ｋｍ 49分05秒 年代別1位

1月2日 4.7ｋｍ 22分58秒

1月11日 1時間46分53秒 60代5位

1月12日 3時間51分45秒 3時間51分39秒

1月12日 1時間21分57秒 1時間21分38秒

1月12日

1月12日 1時間44分39秒 1時間44分11秒

1月12日 2時間08分00秒

1月19日 1時間40分10秒

1月19日 2時間11分37秒 2時間07分32秒

1月19日

1月19日 1時間20分37秒 1時間20分34秒

1月26日 3時間08分52秒

1月26日 3時間40分00秒

1月26日 3時間39分22秒 3時間37分46秒

1月26日 4時間01分28秒 4時間00分32秒 年代別4位

1月26日 3時間07分32秒 3時間50分00秒

1月26日 3時間32分31秒 3時間07分23秒

1月26日 3時間54分20秒 3時間28分47秒

1月26日 4時間23分19秒 4時間15分33秒

1月26日 1時間40分00秒

1月26日 1時間45分23秒 1時間45分09秒

1月26日 1時間48分46秒

1月26日 10ｋｍ 55分30秒 55分02秒

2月2日 2時間57分08秒 778位

2月2日 3時間06分33秒

2月9日 3時間51分05秒 3時間50分16秒

2月9日 3時間55分19秒 3時間53分37秒

2月9日 4時間13分21秒 4時間10分12秒

2月9日 4時間39分27秒

2月16日 2時間52分20秒 2時間52秒14秒

2月23日 2時間58分47秒

2月23日 3時間29分29秒 3時間27分10秒

2月23日 3時間42分05秒 3時間36分59秒

2月23日 4時間54分47秒 4時間47分52秒

3月2日 1時間58分25秒

3月2日 2時間05分00秒

3月2日 10ｋｍ 57分01秒

3月2日 10ｋｍ 1時間06分

3月9日 1時間20分55秒

3月23日 3時間24分53秒 3時間22分24秒

3月23日 3時間48分12秒 3時間43分24秒

3月23日 4時間03分40秒 4時間02分39秒

3月23日 4時間45分33秒 4時間29分45秒

２０１４年　小金井公園走友会　大会参加記録（1月～）


