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『第 20 回小金井公園走友会 5 時間走・ 

フルマラソン大会を終えて』 

      

事務局長 高橋 達夫 

 

 9 月 13 日（土）三連休の初日、第２０回小金井

公園走友会５時間走・フルマラソン大会を開催しま

した。ネット申込み 333 名は募集開始１日で予定人

数に達する人気ぶり。当日参加は天候も良かったこ

ともあり３３１名 計６３４名の参加がありまし

た。受付もスムーズに進み、この時期としては気

温・湿度とも低く、走りやすいコンディションの中、

７時１６分会長のピストルの合図でスタート。初秋

の小金井公園を快走しました。 

今回、公園との事前打ち合わせで事故防止の為、

コースの一部変更を求められました。急遽、距離測

定器を押して歩く地味な再計測を行い、ほぼ１周

6KM のコースを作りましたが、９月合同練習のコー

ス試走も当日雨だったこともあり、参加者が少なく

会員への周知は十分でなかったように思われます。 

ランナーへはＨＰ掲載が遅くなったことや、コース

図を配布したものの、間違うランナーも居たようで

す。また、たてもの園でのジブリ展の為、来園者が

大幅に増えると予想されることから、警備強化も求

められました。たてもの園前に警備担当の精鋭３名

を配置したことで、大きなトラブルはありませんで

した。 

 １０時頃から梨を出したところ、２切れ、３切れ

と手に取り好評でしたが、全ランナーにも味わって

もらいたく、制限をお願いしました。他にあんぱん、

バナナ、冷えた給水、コーラと充実したエイドや、

ペースランナー付き、当日参加 OK、参加費の安さな

どまさにランナー目線の大会に、走り終わったラン

ナーから「ありがとうございます。」「お疲れ様！」

「また来年来ます。」などお礼の言葉に疲れも吹っ

飛んでしまいました。 

 全体としては何事もなく無事終えられたことは

何よりです。何件かのクレームや公園側からの指摘

も今後改善できることはまた来年検討したいと思

っています。 

 前日準備、当日早朝から協力して頂いた会員の皆

様のお蔭で成功することが出来ました。また会員の

息子さん、娘さん、奥さんもスタッフの一員として

お手伝いして頂き、大変ありがたく思いました。 

 年一回、全会員が一致団結、家族ぐるみの大会運

営は小金井公園走友会５時間走ならではのもので、

会員のつながりも更に深まったことでしょう。 
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『平成２７年度定期総会について』 

 

平成２６年８月２４日（日）に小金井市総合体育

館会議室において開催。出席者６６名、委任状１９

名のもと、会は滞りなく行われました。今年は３５

周年記念として、受付で走友会オリジナルＴシャツ

を受け取り、総会がスタートしました。 

司会高橋（達）さんの進行で、久保田会長の挨拶

のあと、清水統文さんが議長に選出され、高橋事務

局長から平成２６年度実績報告があり、会計監査酒

井さんからは会計監査報告がありました。続いて平

成２７年度活動計画（案）、予算（案）、５時間走予

算（案）の説明と新役員体制の発表があり、承認さ

れました。また昨年の総会以降入会された新入会員

の紹介（当日は５名参加）や、近況報告もあり、親

睦会では、お酒を酌み交わし、親しくなられたと思

います。  

 

                       

『北海道マラソン  

       ～Last Summer In Hokkaido ～』 

     

 鶴岡 実路 

       

今年も走ってきました、北海道マラソン。 

テレビ塔のカウント・ダウンで大通公園をスター

ト、すすきの大交差点、札幌の街中を方向感覚を失

いつつ駆け抜け、単調な郊外をひたすら走って、走

って、北海道大学の構内、クラーク博士のお出迎え、

道庁正面口を通って、大通公園に戻ってくるという

道程、聞いた感じだけだと、好印象でしょうが、こ

れが、これが。 

 この日、スタート前から、カンカン照りで気温上

昇↗、絶好！？のレース日和。なんせ東京よりも、

気温が高かったらしい。 

道マラは、１２㌔あたりから、北海道大学の構内

に入るまで３９キロまでがポイント。 日陰がない

つらく長い道程、今回は、途中、道端に倒れている

ランナーをたくさん見かけたり、収容バス待ちの長

蛇の列があったり、まさしくサバイバル・レースの

様相でした。  

 このような気象条件のなか、人生経験豊富な、選

ばれたる小金井公園走友会メンバー各位は、マイペ

ースを守り、みなさん無事完走。それぞれ反省点は

あるようでしたが、立派な結果。 

 ちなみに小生はと問われれば、北海道に単身赴任、

早くも満２年、今回は結構気合い入れたつもりでし

たが、２５㌔過ぎから、敢えてペースダウンさせ、

完走できました。昨年より 10 分ほど悪かったです

が。 

 今回感じたことは、自分ひとりでは完走できなか

ったということ。普段、大樹町で、ひとり淋しく、

生命の危険を感じつつ、走っていることに比べれば

札幌の人の多いこと、びっくり、ちょっとした安心

感。大樹では、20 キロ走っても、信号もなく、人間

に出会うことなし、沿道にいるのは、キタキツネや

ら、エゾシカやら、牛やら。道マラでは、暑い中、

２．５キロ毎の給水、沿道の方々の絶え間ない、熱

い、熱い声援、差し入れ、スイカ、コーラー、お茶、

氷、トイレもあるし、嬉しかったし、助かったなぁ、

という感じ。 

 そんな中、北海道マラソン名物、小西さんが私設

エイドを開設。これがまた最高。道マラに精通して

いる小西さんだけあって、事前に 15 キロ、35 キロ

で待ってるよとメール、これが気持ちを引き締めて

くれる。 

気が緩みかけるときに檄、体力と気力が萎みかけて 

くるときに、小西さんに会うまでは頑張ろう、と気

持ちになれる。今年も「元気が出るネーム・ボード」

が沿道に登場、泣けました。 

感謝！感謝！ 

 
 

北海道マラソンの夜の部、当然のことながら、こ

れがマラソンよりも長い。札幌ビール園、すすきの

と、走友会のみなさんで、傷を舐めあいながら、 

飲み歩きました。楽しかったなぁ。また、次回も出

場できれば、とも思ってます。くせになりそう。 

これからも、無理せず、楽しく、細く長く、自己

満足を追及していきたと感じた一日でした。 

最近、小生の魂を揺さぶった言葉を添えて終りとし 

ます。 
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「できるかできないかは、やってみなければわから

ない 」 

「夢が叶うか叶わないかは、チャレンジしてみなけ

ればわからない」 

 

 

 

『青空、青葉、ロンドンマラソン』 

                 幸川はるひ 

 昨日までの気難しい顔はどこへやら、ニコニ、コ

ニッコリと、グリニッジ公園の広い広い芝生の上に

広がった青空の下、４月１３日午前１０時、ロンド

ンマラソンの号砲は鳴った。 

 両側の見物人のにぎやかな応援と歓声の間を、内

出血した膝や不調を忘れてかけ抜け、丘をかけ下が

って行くと、お神輿のように大きなはりぼての馬を

かつぎ、ブリキのバケツを下げた人々がマラソンコ

ースの端を進んでいる。今年のロンドンマラソンの

正式名称は「ヴァージン(スポンサー企業名)・マネ

ー・ロンドン・マラソン」。 毎年ロンドンマラソ

ンは、慈善事業の寄附金集めのために開かれている

のだ。このため、寄附集めのバケツにお金を投げ込

めば目的は達したと、ランナーの応援はせず、さっ

さと帰ってしまう人々もいるのだとか。 

 ４時間のぺースメーカー達が、いつの間にかやっ

て来て、行ってしまう。なのに同じ事を３度位、繰

り返す。なぜだろう？帆船カティサーク等の沿道の

景色や給水に気をとられていて、気付かずに彼らを

抜いていたのだろうか？ 

晴れたので暑くてのどが乾き、１マイルごとの給

水をとらずにはいられないが、一口二口しか飲まず

にペットボトルを捨てるのが、気が引ける。 

 道が登り勾配になり、観衆の応援もひときわ賑や

かになったと思ったら、タワーブリッジだ。見上げ

るタワーブリッジは両手を広げて迎え入れてくれ

るよう。「ありがとうタワーブリッジ！」。 感動

しながらかけ抜けた。 ここまでで前半２０ｋｍ。

橋を下ると、すでに３７ｋｍを過ぎた速いランナー

達とのすれ違いになった。軽快な足どりをうらやま

しく横目にし、だんだん重くなる足を運んでいると、

学生時代からの長いつき合いの坐骨神経痛が騒ぎ

出す。つかまれる物を見つけて、膝を曲～げ～る・

伸ばす、曲～げ～る・伸ばす。時には両膝の力がフ

ワッと抜けるような、不気味な感触も有る。時々走

り、時々歩き、時々屈伸。何組ものペースメーカー

がやって来て、前方へ去って行く。 

 ３０ｋｍ地点で目にした掲時は４時間６分。まだ

あと、１２ｋｍも有るのに！ 「とりあえず、なる

べく走ろう。せっかくのロンドンマラソンなのだか

ら、なるべく景色を楽しもう。」 せまい街路を抜

けると、左手にはテムズ川、右手には重厚な石造り

の建物群、頭上の高い高い並木は明るい緑。 

 川岸つき当たりの議事堂が近づいて来ると、あと

８００ｍの標示。角を曲がると、あと６００ｍ。お

なじみバッキンガム宮殿前広場を左手に、セントジ

ェームズ・パークを右手に次の角を曲がると、いよ

いよ２００ｍ、正面はゴール。 

 余力を残したスピードランナーが脇をかけ抜け、

あっという間にゴールに消える。気持ちだけは、そ

れを追いかけ、グロス５時間１９分１０秒でゴール。

ロスタイムはきっかり１０分。 

 どうやら３０ｋｍ地点から、ここ数年の不調を抜

け、復活の兆しが見えて来た。 

※前号に誤植があったため再掲載いたしました。 
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☆ 高橋 武文 さん （小平市上水本町在

住）     
  

年初に小平市へ転居してきたことが切っ掛けで、周

辺の RUN コミュニティーを探していて、走友会に入会

させていただくことになりました。RUN 経歴はまだま

だ初心者ですが、みなさんと楽しく走りながら、多少

記録にもこだわっていきたいと思います。 
よろしくお願いします！ 

 

 
 

☆ 松崎 明夫 さん （小金井市緑町在住） 
 

9 月から参加させていただきます松崎です。 
走り始めて 3 年目になります。 
小金井公園のすぐ近くなので一人で走っていました

が、このところだれ気味で何か変えなければと思い、 
いろいろ調べこちらへ参加させていただくこととし

ました。 
サブ３．５を目指し頑張ろうと思っています。 
よろしくお願いします。 
 

 
 

 

☆ 小澤 晃一 さん（小金井市貫井北町在

住） 
 

今年の５月から走り初めてまして、その楽しみには

まりました。一緒に走って色々教えてください。 
 

 
 

  
☆ 星 幸伸 さん（府中市多磨町在住） 
 
 

 

 
 

 

2014 年 10 月 19 日（日）夕刻  
※場所検討中。決定次第お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

2014 年 11 月 16 日（日） 
 
 

 
 

 

2014 年 12 月 7 日(日) 夕刻 
※ 詳細決定次第、お知らせいたします。 
 

 

 
 

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♪ 

忘年会のお知らせ 

１１月合同練習 

５時間走反省会 
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2014 年 12 月 14 日(日) 
 

参加費用：1500 円 

4人一組でチーム編成し、参加いたします。 

今年も、楽しく参加しましょう。 

募集は、公園掲示板にて行う予定です。 

 

※７月以降は大会が少ないため、次回まとめて掲 

載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘年親睦駅伝大会（皇居桜

田門）のお知らせ 
～事務局よりご連絡～ 
 
名簿について 
編集や作成の大変さに比べ、利用頻度が少

ないようなので平成２７年度名簿は作成せ

ず、新入会員の名前と連絡先、退会者の名前

の一覧表を後日配布いたしますので、平成２

６年度名簿に挟み込んでください。 
 


