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　今号の巻頭は、「富士五湖ウルトラマラソン」と「萩

往還２５０㎞」です。 それぞれ、１２時間、４６時間か

かりますのでとても読み応えがあります。長文です

がお楽しみください。

　今年の富士五湖ウルトラの大会には多くの参加が

ありました。そこで今回は、オムニバス形式で皆さん

に記事を書いていただきました。

藤本　典義

チャレンジ富士５湖 71 キロを走って

　私が、チャレンジ富士５湖７１キロを走る気になっ

たのは、いつかはウルトラマラソンを走りたいとずー

と思っていて、だんだん年もとってゆき、フルマラソ

ンも５時間が切れなくなり、このままではウルトラも走

れなくなると思い、場所的にも近く、距離も７１キロ

があるチャレンジ富士五湖ウルトラマラソンを選ん

だ。

　”絶対に完走してやる”と心で思いながら走ったが、

ゴールまで残す距離５キロの最後の関門に２分遅

れで引っかかってしまった。 前ゼッケンを係員にむ

しり取られて、”ここからは待機しているバスに乗っ

て下さい”と言われ、敢え無くウルトラへの挑戦は失

敗に終わった。このままでは終わりたくない、来年こ

そ、ゴールまで完走し、メダルを獲得すると心に決

めた！！

美馬  秀哉

チャレンジ富士五湖 100 ｋｍの報告とお礼！

　走友会の皆様昨日は応援に来て頂き有難うござ

いました。なんとか完走→完歩することが出来まし

た。記録は 13：43：25 です。

　参加申し込みをした昨年 11 月時点では単なる勢

いでしたが、正直 3 月の佐倉朝日健康マラソンで

サブ 3.5 をクリアしたことで甘く（何とかなるだろ

う！）見ていたところが多分にありました。その結果

厳しい試練に見舞われたという感じです。

　プランは山本さんが会報に載せられたサロマの手

記 を 参 考 に 前 半 50km は 5h30min 、 残 り を

6h30min、12h 後のゴールを目指しスタート、河口湖

大橋を渡ってしばらくしたところで武重さんをはじめ
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とする応援団にパワーをもらい 50km は 5h35min と

ころまではまずまずだったのですが、その後は失速、

65km 以降の 7～8割程度は歩いたでしょうか、正

に時計と睨めっこです。これまた「関門時間に間に

合っているならリタイアしない方がいいよ」と書いて

あった山本さんの手記を思い出しながら”完走”とい

うニンジンを目指しひたすらゴールに向かいます。

最後は約 3km の上り坂を激歩し何とか制限時間内

にたどり着けました。

　これまでマラソンは独りのスポーツだと思っていま

したが、走友会に入り皆さんの声援を受けるのがこ

んなに励みになるのかと感激した次第です。女性

陣の声援はちょっと照れくさかったですけどネ！

では、また練習でお会いできるのを楽しみにしてい

ます。

鶴岡 実路        富士五湖ウルトラ

富士五湖ウルトラマラソン 100km、完走できました。

皆様のあたたかい応援と、数々の差し入れのお陰

です。                                                           

本当に、感謝、感謝です。ありがとうございました。

今回は初めてのウルトラと言うことで、完走を大前提

に

・ ７分/km を軸に組立て、

・ 伝家の宝刀「歩き」は 95km過ぎの上りまで封印、

・ 何とか半日以内でゴールを考えて、走り続けまし

た。

終始、雑念も無く、何となく終わった感じでした。

なお、現在は、身体中で余韻を感じているところで

す。 

島本 曜彰        「テリポコの挫折」

フルの走りをスポーツカーとするならウルトラは、エ

コカーと 4WD の走りです。

トレッドミルで平坦な練習を積んできた私には、富

士五湖チャレンジの起伏や側溝の上を走ったりが

いつの間にか膝にきました。

さらに私の身体は、寒冷仕様ではないようです。

次にするなら、練習にてトレイル等アップダウンを走

り、服装も寒さに備える。

完走された皆さんおめでとうございます。

並々ない努力の結晶でしょう。

三島 文一      感謝を込めて

富士五湖応援ありがとうございました。私 1人のた

めに？一日つぶして応援、差し入れ感謝です。

武重さん、清水さん、会の美女（あと 2人足りない

が）総出で来ていただき感激。おまけに村西さんと

同時ゴールできてこれ以上はありません。

ご褒美にいただいた筋肉痛楽しんでます。

30 日大丈夫かな？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

村西 久美          完走しました！

チャレンジ富士五湖 100 キロ！ボロボロになりなが

らもＭ島コーチと手をあげての感動の完走ができま

した♪

東京から応援に駆け付けてくれたＴ重チームのイチ

ゴ、美魔女チームのリンゴ、両チームの大声援に力

をたくさんいただきました。
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所々で待っていてくれてペース配分や走り方などを

アドバイスしながら走ってくれたＭ島コーチの優し

い心遣いも私を最後まで頑張らせてくれました。

前泊後泊もして応援してくれた夫ムラニーの存在も

心強かったです。

完走おめでとう！メールもたくさんいただき感謝の

気持でいっぱいです。

皆様、本当にありがとうございました。

最後に…改めて確信できたことは内臓が強い！と

いうこと。

Ｍ島コーチからの「エイドでは水分以外も食べ物を

少しでいいから口にすること」というアドバイスを忠

実に守り満腹でのゴール。

後泊もしたので夜8時半には打ち上げと称してビ

ールで乾杯！その他グビグビ、モリモリ。

全身激痛でも内臓だけはへっちゃらな私でした(^＾;

小澤 晃一    富士五湖応援ありがとうです

皆さん、応援ありがとうございました。完走できてう

れしかった。要所、要所、辛いところでの声援、差し

入れ、まさにツボを得てました。また一緒に走って

いた皆様と、スレ違いのハイタッチ!!あれも効きまし

た。私が完走以外の目標でひとつだけ自分に決め

ていたことがありました。それは｢最後の標高差

200m の坂、走って登る｣というものでした。しかし、

激坂の手前のエイドにたどり着いたとき、もう胃は何

も受け付けず、あるものといえば足に溜まった大量

の乳酸だけです。タイムも 12 時間を切るにはあと

40 分ぐらいしかありません。もうだめです。｢もういい

よ、歩いてもゴールできるし｣頭のなかの小人はしき

りに囁きかけてきます。｢歩こう｣私はもう二度と屈伸

できない足でエイドからの一歩を踏み出しました。

その時です。耳にしていたイヤホンから Bon Jovi の

livin on a rayerが流れてきました。すると不思議な

ことが起こったのです。曲のテンポにあわせて軽快

とはほど遠い感じですが足は走り出していました。

これなら走って登れるかも、ゆっくり、ゆっくり走る...

しかしボンジョヴィ効果も一時的なもの、坂の真ん

中辺りでパタリと足が止まってしまったのです。トボ

トボ、トボトボ、走って上がったぶん歩くと遅いんで

す。ドンドン抜かれていきます。あと 15 分で 12 時

間です。｢がんばったよ｣頭のなかの小人はなぐさめ

てくれます。その時です。今度はイヤホンから浜省

の｢悲しみは雪のよう｣が流れ出しました。｢浜省!!!!｣

もう訳がわかりません。もう一度足が勝手に走りまし

た。登りきるとあとは下りです。下りは得意のはずで

すが、ダメです。もうギリです。惰性でしか走れませ

ん。1 分前、トラック前で自分の名前がアナウンスさ

れています。ゴール 12 時間ギリ切れました。ありが

とうございました。

田上 さとみ

富士五湖ウルトラマラソンを終えて

　練習でも大会でも 42.195K以上走ったことがない

私が、一か八かで未体験ゾーンにチャレンジしてみ

ようと思ったのは、周りの経験者の方々の奮闘を見

聞きしているうちに、なんだかそのチャレンジ精神と

完走した達成感に羨望の念が生まれ、自身も少し

味わってみたいと思ったからでした。　後に、走友

会から参加される方が意外にたくさんいらっしゃる

ことがわかり、距離や体力への不安はあるものの仲

間がいる心強さを持って、当日を迎えました。
　午前２時半起床、５時スタート。まだ真っ暗な小雨の

中のスタートでした。気象条件は何十回も走破してい

る方も、最高だったと言われていたほどランナーにと

っては、寒すぎず暑すぎずの Good Condition。ただ応

援してくださった方々にとっては、じっとしているの

は寒い時間帯もあったと思います。本当にありがとう

ございました。

　走友会からは心強い応援の方々が、わざわざ早

朝から遠路応援にいらしていただいており、数か所

でエールや差し入れをいただけて本当にありがた

かったです。50K過ぎで待機していただいていると

聞き、それを目標に未体験の距離をその頃はまだ

着実に進んでいました。途中、何名かの走友会か

らの参加ランナーともすれ違うことができたことも、

エネルギーになりました。

　これまでの大会での私のポリシーは「絶対に歩か

ない」でした。ウルトラでもできるものならそうしたい

と思っていたのは、多分 60K くらいまで？想像以上

の Updown に後半は足が全く上がりません。確実に

歩くのと何ら変わらないスピードだと認識してからは、
3



Koganei Park Running Club Latter News 2016
割り切って歩きまくる。歩きまくる。エイドステーショ

ンでは、座り込んで休憩をします。１５分以上ホット

コーヒーを飲んだり、富士吉田うどんやポッキー、パ

ンなどを食べて時間を過ごしお腹一杯で重い足で

のろのろと再スタートです。フルマラソンでは殆ど食

べないため、これも大きな違いでした。この点では、

時間を全く気にせず食べて休んで空を見上げ

て、、、「ウルトラってこんなに気持ちに焦りを持つ

必要がないんだ、意外といいかも？」と思いました。

制限時間内にはゴールができそうと確信していた

ので、気持ちの焦りはなかったものの、終わることの

ない坂道に最後は本当に「もう嫌だ、二度目は絶

対ないから、あと少しの我慢だ！周りのみんなも苦

しいのは同じ！」と自分を鼓舞します。

　ほぼ足がなくなっている状態でゴールした結果は

１２時間３２分。元よりタイムなどはどうでも良く、完

走することを目標にして挑んでいたので、実際

100K という距離を一応完走？できたことに安堵と

満足感でいっぱいで、見知らぬ７０代の男性ランナ

ーとゴール直後お話したり、ゴール後に声をかけて

いただいた村西さんと話していたら、なんだか涙

が、、、。

　終わってみて思うことは、よく経験者から聞いては

いましたが、フルマラソンとは別物でした。心持ちも

そうですし、ダメージが何より経験したことがない酷

さで、レースより苦しいのではないかという数日間を

送ることになりました。階段を下りるなんてもう地獄

の苦しみ、便座に座ることさえも壁に手をやり苦悶

の表情です。膝から下は浮腫みで 1.5倍くらいに

膨らんで体重も増えているし。100Kの代償は大き

かったです。ただ、他の参加者の方に聞くと、そこ

までのダメージでもないようで如何に自分の鍛錬が

不足しているのかということも思い知らされました。

　数日経つと、「あそこのエイドであんなに休まなけ

れば、あの坂をもう少し走っていれば、１２時間切れ

てたな～。」と思っている自分がいました。果たして

来年は？？

　重ね重ね、応援してくださった皆様、ありがとうご

ざいました。

星 幸信

富士五湖ありがとうございました！

距　離：100㎞

記　録：10 時間 28分 59秒（自己新）

順　位：総合 159位（1011人中）

感　想：初めてのウルトラマラソンおかげさまで完走

できました。走友会の皆様の応援が至るところであ

りとても力になりました。距離が長いので走る前まで

はとても不安でしたが、何か所でも声かけや補給食

を走友会の皆様にいただき、試走もしたことがない

のにホームコースのように感じました。3/13 の古河

はなももからあまり期間がなく５０ｋｍ走を２回とやや

練習不足との不安がありました。スタート時は体調

はよく気象条件も良かったのであわよくばサブ１０と

思っていましたが、結果は後半足も気持ちも切れて

厳しいものになりました。特に９０ｋｍ過ぎが足がま

ったく動かずでした。しかし途中からは完走を目標

に変え何とか走り切れたのは収穫でした。これも走

友会の皆様のアドバイスや応援のおかげと本当に

感謝しています。初のウルトラなので準備からすべ

て新鮮で勉強になりました。また次回参加できたら

サブ１０目指したいと思います。

山本 克彦

富士五湖ウルトラマラソンレポート

今年で 3 回連続出場となる 70km の部に参加して

きました。スタートは朝 7 時なので、家を 4 時に車で

出て会場に向かいます。5 時半くらいには指定の駐

車場につけるのでそこからシャトルバスで 6 時前に

は会場入りできます。

毎年 70km は一人なので、そのつもりでいたら、藤

本さんに遭遇。初めてスタート前におしゃべりしてリ

ラックスできました。スタートして 1 時間くらいでしょう

か。前に星やんを発見。その後トイレで離れてしま

いましたが、前半は調子良さそうに走っています。

河口湖の橋で清水さん、高木さんの応援をもらい、

その先で武重さんからイチゴをもらって食べます。

その後は誰とも会わずに精進湖を一周して後半戦
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に入ります。

前から伊藤さんが来るのを発見。距離が違うので当

然ですが、残りの距離が少ない優越感に浸りながら

ご挨拶。その辺りで、鶴ちゃん、藤本さんとも会いま

した。西湖、河口湖と走っていく道中、再び清水さ

ん、高木さんの応援をもらい、その後に村ニー、野

村さん、松井さん、本間さんに迎えられ、リンゴとコ

ーラをご馳走になり、いよいよ最後の 10km へ。

ここからが毎回課題です。特に最後の坂は 3 年連

続の歩きとなりましたが、なんとかキロ 10 分以内で

歩き、登った後は走ってめでたくゴール。7 時間 25

分 28秒で昨年より 2 分弱良いタイムでした。

この後は薄情にもみんなのゴールを待たずにシャト

ルバスで駐車場へ戻り、車で家路に。幸いにも渋

滞はほとんどなく、4 時半には家に着きました。朝 4

時に出て 12 時間半で帰ってきました。

まあ、来年も走るんだろうなあ、と思います。なんだ

か行き帰りも含めて慣れてきた感じもありますし。

伊藤 公博      富士五湖ウルトラマラソン

ランニングをしている身として一度は経験しておき

たいウルトラの世界。半分怖い物見たさに申し込ん

では見たものの、3 月の古河はなもも以降、足の違

和感から 30K以上走ったのは 1度だけという不安

の中で迎えた当日。それでも何とか完走できたポイ

ントは以下 3 点。今後ウルトラに挑戦する方に多少

なりとも参考となれば幸いです。

(1) ガス欠防止の胃腸薬

サロマンブルーの良江さんのアドバイスで胃腸薬を

携帯。スタート前、50K、80K地点で服用。お陰で

最後まで補給食をエネルギーに転換でき、最後ま

で切れることなく走り切れました。

(2) リズムを大事に淡々と

ベテラン豆絞りさんのアドバイスもあり、給水所以外

は歩かないと固く誓い、淡々とリズムを刻みながら

走り、80Kの壁も難なく通過。さすがに最後の激坂

は歩きましたが！

(3) 脱着可能な服装で天候変化に対応

当日は小雨(スタート)→曇天(山中湖)→小雨(河口

湖)→晴天(精進湖)→曇天(西湖)→濃霧（ゴール）と

目まぐるしく変わる天候。正にウルトラの醍醐味を感

じましたが、アームウォーマーを伸ばしたり、縮めた

り大変重宝しました。欲を言えばグローブを持って

いればもっと良かった。

以上難なく完走したように書きましたが、50K くらい

までの山中湖、河口湖辺りは、先の見えない重圧

に押し潰されそうでした。遠路はるばる応援してい

ただいた方にも大変助けられました。本当に有難う

ございました。来年はぜひ一緒に出場しましょう。

     ～～～～～～～～～～～～～～～～～～

     ～～～～～～～～～～～～～～～～～～

水飼 史朗

　私が初めてウルトラマラソンを走ったのが 2005 年

の富士五湖 100km、それ以来ウルトラマラソンには

まっていろいろな大会に参加してきた。そこで知っ

たのが「萩往還」という別格の大会の存在。とにかく

とてつもない大会で、素人ランナーなど到底お呼

びでなく、真のウルトラマン達だけが走れる大会、

そんなイメージだった。どこかの大会で白地Tシャ

ツの背面首元にスカイブルーのゴシック体で「萩往

還」と書いてあるのを目にすると、思わずそのラン

ナーに向かって頭をたれるか手を合わせて拝む

か、「いつか自分もあの Tシャツを着てみたい」とい
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う夢を抱き続けてきた。そのチャンスがやってきたの

が 2007 年、まず 140km にエントリーして 21 時間で

なんとか完踏したもののボロボロとなった。その後、

引っ越しやら子育て（いまだ真っ最中ですが）やら

で忙しく、海外転勤も決まって萩往還のことは忘れ

かけていた。けれど 2014 年に帰国してから大阪の

ラン仲間が萩往還に出走することを聞いて 250km

への熱い思いが再燃、15 年 8月に無事申し込みを

済ませた。

　さて大会当日、2016 年 5 月 2 日の早朝に大阪か

ら山口に移動。受付を済ませ、出席必須の「萩往

還マラニック説明会」に参加してからスタート地点

へ。ウェーブスタートの 4番目グループで瑠璃光寺

を出発したのが午後 6 時 13 分。沿道の皆さんから

の大声援を受けて 250km、制限時間 48時間の旅

に出る。合計 14ヶ所あるチェックポイント（CP）でパ

ンチを押してそれをゴールまで持ち帰らなくてはな

らず、それゆえ萩往還のチェックシートは「命の次

に大事」とまで言われる。CP1豊田湖畔公園 

58.7km の到着時刻が午前 1 時 25 分。特に疲れも

眠気もなくまだ快調。夜を徹して走り続け、明け方

に日本海に出る。CP2 の旧油谷中学校 87.1km地

点の到着が午前 5 時 25 分。校庭に停車したバス

からリタイアランナーが続々と降りてくるのを見て、

自分はまだ頑張るぞ！と気合いを入れる。靴下を

脱いで足の状態を確認、右足小指の状態がすでに

怪しい。外に出るといつのまにか天候が悪化、風が

強くてまともに走れない。CP3俵島の周回コースま

では往復道で、すでに周回を終えた先行ランナー

とエールを交わす。雨のせいで濡れた足指が痛み

を覚える。非常にイヤな予感。CP4 川尻岬・沖田食

堂：107.8km、到着時刻は午前 8時 37 分。100km

を超えた。食堂にいた 10人ほどのランナーのほと

んどがカレー＆ビールを楽しんでいた。そこから台

風のような強風と豪雨でにさらされ、早くもフル装備

となる。大雨の中、CP5 立石観音：117.8km到着が

午前 10 時 20 分。

　ここでトラブル発生。急坂を走って下っている最

中に右足に激痛が走る。右足シューズを脱ぐと、靴

下が真っ赤、小指の血豆が破裂して指の皮全体が

爪ごとむけていた。次のエイドで応急処置をして、

そこからはもう痛みを無視してひたすら歩き続ける。

萩往還屈指の難所、CP6 千畳敷：125.4km、到着

時刻が午後 12 時 20 分。距離的には全行程のちょ

うど中間地点。ここから更に雨脚が強くなる。寒い、

眠い、足指痛い、の三重苦を抱えながらたどり着い

た CP7 湯本温泉：144.6km にてスタッフから「悪天

候のためコースが 12kmほど短縮となります」との説

明を受ける。悔しくもあり、完踏の可能性が高まって

安心もする。次に向かった宗頭文化センターは第

二の荷物引き渡し地点で、食事・入浴・仮眠が出来

る萩往還のオアシス的存在。ここで預けていた荷物

を受け取り、食事を摂る。お風呂をのぞくと何人か

のランナーが入浴中だったが、自分は湯冷めしそう

なので入らずにおいた。着替えてほっとしたときに、

命の次に大事なチェックシートが見当たらず大いに

慌てる。結局スタート地点に送り返す着替え袋の中

にあったが、本当に焦った。ずっと寝ていないので

注意力散漫になっていた。別棟の体育館を覗くと

大勢のランナーが仮眠していたので自分も毛布を

かぶって 10 分間だけ仮眠をとった。

　午後 9時に宗頭を出発。まともに走れず他のグ

ループに入れてもらって夜の山道を歩く。難所の鎖

峠を越え、迷いやすいという三見駅周辺を抜け、お

化けが出るという噂の寂しいコースを通って玉江駅

まで進む。途中猛烈な眠気に襲われて、歩きなが

ら一瞬眠ってしまう。一緒に歩いている人が「木の

枝にたくさんのサルがいる！」とか「崖にたくさんの

人の顔が見える！」とかわめくのに驚かされる。そ

れは全部寝不足からくる幻覚のなせる業。

　CP9 藤井商店 179.5km通過が 2 日目の午後 9

時 50 分。もう足指の痛みが限界に達してシューズ

を履いていられない。立ち止まってシューズを脱い

でしばし休憩、同行していたランナーさんから痛み

止めの「ロキソニン」を頂く。CP10 三見駅：188.6km

地点の到着は日付が変わって 5 月 4 日午前 0 時
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15 分。萩市内に入ってCP11 浜崎緑地公園を通

過。もう二晩徹夜しているため眠気がピークで歩き

続けることが出来ず、コンビニに入ってブラックコー

ヒーを飲む。そこがちょうど 200km地点。店先に

どっかり座り込んで数分間仮眠。少し復活して向

かった笠山で地図を読み違え、道に迷って 30 分ほ

ど痛恨ロス。後ろから来たランナーに助けられて

やっとたどり着いた CP12 虎ヶ崎・つばきの

館:207.4km、到着時刻が午前 4 時 40 分。ここでつ

ごう 3 回目のカレーを頂く。市内まで戻って CP13 

金照苑：215.7km通過、ラストの CP14 陶芸の村公

園：216.6km、到着時間は午前 6 時 40 分。あとは

制限時間内にゴールの瑠璃光寺に生還するだけ。

　残す距離は 35km、制限時間は約 11 時間。普通

に考えれば余裕だが、まともに走れないことを考慮

するとまだ安全圏ではない。最終日の天気は快

晴。往還道＝山道に入る前に手頃な枝を拾って杖

とする。山道の上りはよいが、下り坂はもう拷問に近

い。一歩一歩、杖をついて足指に刺激を与えない

ように進む。向かい側から走ってくる Bゼッケン

（140km）やCゼッケン（70km）のランナーさんがこ

ちらの Aゼッケン（250km）を見て「お帰りなさー

い！」と声をかけてくれるのは嬉しいが、もはや歩い

ているので恥ずかしくもある。超スローペースで明

木エイド：227km地点に到着。そこからまた山道の

往還道に入ってラストエイド佐々並：237km、到着

時刻は午前 11 時 40 分。シューズを脱ぐと足自体

がむくんでかなり肥大している。いい歳した成人男

子が言うのもなんだが、本当に痛い、心底痛い。あ

と残り 6 時間で 14km。往還道のラスト山道は下り急

斜面で、足指が痛くて前を向いて歩くことさえ出来

ず、後ろ向きに一歩一歩下るしかなかった。たった

3.5km の山道が永遠に感じられ、そこだけで 1.5 時

間を費やした。マラソン人生で最も苦しい区間だっ

たかもしれない。最後は右足シューズを脱いで手に

持ってゴール、46 時間 50 分 43秒の長旅が終わっ

た。

走り終えて。

　萩ロス、とでもいうのか、大会を終えてから数日間

はずっと萩往還のことが頭から離れなかった。あん

なにつらくて「もう終わってくれ...」と何度も思いなが

ら歩いたにも関わらず「また来年も出るぞ！」と早く

も思っている萩往還中毒者の自分がいる。完踏は

したものの足指と足裏が崩壊、ボロボロになって結

局病院にまで行くはめになった。革靴が履けずし

ばらくサンダルで通勤した。

　9年前の 140km の部では今回最も苦しんだあの

石畳の往還道を真夜中に上った。真っ暗闇の中、

前方からものすごい勢いで迫ってくる光を見て、そ

れが何だか分からずに恐怖感さえ感じていた

ら、250km の部のトップランナーが飛ぶように下っ

てきて走り去っていった。それが衝撃的すぎたせい

か、9年前は完踏記を書くことが出来なかったが、

今回は地図や携帯で撮影した写真を見ながら鮮明

に大会のことを思い出すことが出来た。レース中に

FBで応援メッセージを頂いたのも本当に力になっ

た。

　今年 3 月に萩往還の練習のために走った淡路島

一周 140km ランで不覚にも右足小指をつぶしてし

まい、その後も完治しないままに走って臨んだ萩往

還。足のむくみは想像以上で、かつ大雨が降った

こともあり、危惧していたとおり右足小指が破裂＆

脱皮、強烈に痛んで後半はまともに走れず悔しい

思いをした。荒天のために仙崎公園から静ヶ浦キャ
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ンプ場までの往復 12km がなくなったのは正直残

念だったけれど、そのお陰で今回は完踏出来たの

かもしれない。

　ボロボロでゴールした自分が敢えて言うと、萩往

還 250km は比較的走り易い大会だと思う。確かに

きついアップダウンはあるけれど、坂道を全部歩い

たって制限時間には間に合うはず。道中に自販機

は幾つもあり、長門と萩市内にはコンビニもあり、な

んといっても私設エイドの数が多い。今回ひもじい

思いをまったくすることがなかったことを考えると、

特に食料を持たなくても完踏出来ると思う。途中、

道に迷うこともあるけれど、他の超ウルトラ大会と比

較して圧倒的に参加人数が多く、大抵は誰かが前

後を走っており、孤独や不安を感じる時間は少な

い。一番つらいのは夜を二回越えることだが、朝に

なってしまえばなんとかなる。本当にどうしようもなく

眠たければどこかで仮眠もとれる、オアシス宗頭も

ある。今年は 2 日目に天気が荒れまくったけれど、

ある意味その天気のおかげで完踏率が上がったと

思う。コースが短縮されておよそ 2 時間の余裕が生

まれ、雨のため体温が上がり過ぎることがなかっ

た。あれが雨でなく炎天下だったらもっと完踏率は

下がっていたはず。あの荒天の中を生き残って

コース短縮を聞かされた後にリタイアしたランナー

はほとんどいなかっただろう。250km の 2015 年完

踏率が 47.5%、それよりも悪天候だったと言われる

今年 2016 年の完踏率が 58.8%。やはりコース短縮

に救われたのが如実に数字に表れている。

走る前は「今年で萩往還を卒業して来年は橘湾岸

スーパーマラニックに出よう」と思っていたけれど、

来年もやっぱり萩往還（の抽選）にチャレンジする

でしょう。皆さんも是非チャレンジしてみて下さい！

【幸手さくらマラソン】    

 ４月３日（日）      参加人数　　２８名

　当日朝から小雨天気予報は曇り気温２２度の

予想が、出発時から雨、高速に入ると本降り。

今回は高速も圏央道をができたので、到着も

早く到着時は雨もミスト状態で気温も低いが

走るには丁度よい状態でした。

全員完走

　　　　高木Ｈさん年代別　第４位

　　　　清水Ｂさん年代別　第７位

に入賞しました。

終了後　極楽湯で汗を流し、帰りのバスで楽しく過

ごし公園到着後有志で花見をして帰宅しました。

多くの方々に差入れをいただき、有難うございまし

た。

8
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【GW走り込み】    

《第１日》   ４月２９日　深大寺－藤棚

       ＧＷ初日、深大寺経由で、調布国領神社の

       藤棚を見に行ってきました。

       20名の方が参加されました。 

途中の二枚橋で

国領神社の藤棚

《第２日》   ４月３０日　高尾－陣馬山

       ＧＷ二日目、高尾駅に集合し、高尾山口駅

       に移動、その後高尾山～小仏峠～景信山～

       陣馬山～小仏峠～高尾山口駅と走ってきま

       した。

       16名の方が参加されました。

       天気も良く景色は見応えがありました。

       特に富士山が見事な美しさでした。

       走り終わった後は、高尾山口駅前の極楽湯で

       疲れを癒して、楽しく打上げ。

陣場山山頂で

富士山が見事な美しさ

9
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《第３日》   ５月１日　多摩湖－かたくりの湯

       ＧＷ 3 日目は、いつもの小金井公園に集合し、

       多摩湖自転車道を通って、多摩湖土手へ。

       さらに、狭山湖～多摩湖を経て、かたくりの湯

       まで走ってきました。

       着替え等の荷物は、高橋さんの車でかたくり

       の湯まで運んで頂きました。

       かたくりの湯で疲れを癒して、軽く打上げをし

       ました。

       24名の方が参加されました。

さあ、かたくりの湯へ

やっぱりお風呂の後は

《第４日》   ５月３日　八国山－菖蒲園

       GW後半 1 日目は小金井公園から多摩湖自

       転車道を通って、東村山市の北山公園(菖蒲

       苑)と八国山緑地まで約 21km 走ってきました。

       出発時の 20名に平田さんと井上さんが合流

       し総勢 22名が参加しました。

       スタート時は曇天でしたが途中から快晴になり、

       八国山の新緑がとても気持ち良く感じられまし

       た。

       あと２日頑張りましょう!!

北山公園で

北山公園の菖蒲田

《第４日》   ５月４日　サントリー工場

       ＧＷ後半 2 日目は、毎年恒例のサントリー

       ビール工場見学です。

       朝方雨が降っていましたが、8名の方が小金

       井公園掲示板前に集合。

       その他の方も自宅や最寄り駅から走って又は

       電車と徒歩で、サントリービール工場に集合し
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       ました。

       22名の方が参加されました。

       ビール工場ではビールの作り方の説明を聞い

       た後、工場内を見学し、「プレミアムモルツ」、

       「香るエール」、「マスターズドリーム」を美味し

       く頂きました。

       見学の後は、有志で 5 月当番長おすすめの

       「グラッチェガーデンズ西国分寺店」に行って、

       美味しいパスタとピザとワインを頂きました。

今年もまた来ました

見学がやっと終わって・・・

《第５日》   ５月６日　合同練習 

       ＧＷ後半 3 日目は、定例の合同練習でした。

       朝掲示板前の集合の時点では 39名の方が

       参加されました。

       小金井公園から野川公園まで走っていき、野

       川公園のクロスカントリーコースで年代別編成

       チームによる駅伝大会を実施しました。

       戻ってきてからは、公園で楽しく栄養補給と表

       彰式。

       駅伝の表彰に加え、ＧＷ走り込み皆勤賞の表

       彰も行いました（5名の方が受賞されました）。

       5 月の当番の皆さんには色々とご準備頂き、

       ありがとうございました。

申告タイムとの差が僅か２秒

驚異の優勝チーム
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【GW皆勤賞】 

       ＧＷ走り込みの皆勤賞は以下の方々でした。

            三島さん、加藤さん、平田さん、

            鶴岡さん、石川さん

【合宿、奥多摩湖＋雲取山】    

　 ５月２８日、２９日

　２８日（土）：「雲取山へ登る」 ９名、

 「奥多摩湖へ走る」＋「むかし道を行く」８名 

  宿泊： 奥多摩駅から 400 ｍの民宿「鉢の木」

         １４名

　２９日（土）：「登計ロード、登計峠、愛宕山」、

     「日原方面」 カモシカに出会ったそうです。

    「河辺からラン」

  ＢＢＱ： １９名

【蓼科合宿＆ビーナスマラソン】

　６月１８日、１９日    １３名、車４台

　１８日（土） 5：30～6：00 に各々待ち合わせのうえ、

中央道釈迦堂ＰＡにて集合。飲食材料を調達のう

え、10 時頃に合宿所に到着。

　食材などを片づけた後、女神湖へ走りに行く組、

合宿所付近を走る組、合宿所に残って準備をする

組の三班に分かれて活動。

　ビーナスマラソン大会出場予定者は皆女神湖へ

走りに行き、当日のコース付近を試走した後、昼食

におそばを食べて、「石遊の湯」で汗を流し、16 時

頃合宿所へ戻りました。

　１９日（日） 大会当日朝、各々 5～6 時頃起床し、

会長・副会長中心に朝食の準備をして頂き（すみま

せん）、7 時前までに美味しい朝食を食べ、エネル

ギー充填。

　8時前には会場となる女神湖へ向けて出発しまし

た。

年代別で２位になった清水さん
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　出場予定者は各々アップした後、9：20よりゲスト

ランナー猫ひろしの合図で 10km組（苺ママ）がスタ

ート。さらに、10 時にはハーフマラソン組（7名）がス

タート。

　コースは、最高標高 1689ｍ、高低差 245 ｍで何

度も上り下りのあるちょっとハードなコースですが、

前日とうって変わって気温は低く天候には恵まれま

した。

　途中、会長や副会長や武重さんはじめ皆さんに

は何度も応援をして頂き、10km組・ハーフマラソン

組ともに、元気に完走することができました。

　清水統文さんが、タイム 1 時間 29分で昨年より 8

分ほどタイムを縮めて、年代別 2位に入賞しました。

　以下の通り、総会を開催いたしますので、ご案内

します。

・開催日　8月 14 日（日）　9：30～11：00

・場所　　小金井公園体育館

・懇親会　総会終了後　社務所にて

　やむを得ず欠席の方は、最終ページにある委任

状の提出をお願いします。

　また、当日年会費を徴収しますので、こちらの方

もよろしくお願いいたします。

　今年も以下の通り、開催いたします。

・開催日　9月 10 日（土）

　　　受付 5：40～6：40、

　　　スタート 7：15～（予定）

・受付場所　小金井公園江戸東京たてもの園前

　エントリー及び受付期間は、ランネットにて 6 月 21

日～7 月 20 日です。（定員※になり次第終了）。

※フルマラソン 200人、5 時間走 150人

　各地の大会会場で、走友会のＴシャツを着ている

と「小金井公園走友会の方ですか？ いつも５時間

走を楽しみしています。次回もよろしく。」といった

声をかけられることがあります。

　

　今年も多くの参加者が予想されます。会員の皆様

の協力をよろしくお願いします。
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　松本好正さん、６月３日本日午前７時４６分肺がん

で残念ながらお亡くなりました。

　奥様のお話ですと５月の合同練習には参加する

とのことでユニホームも何を着ていこうか揃えていた

そうです。その後の急変して病院にいったところ既

に末期とのことがご家族に伝えられたそうです。

　ご遺体には小金井公園走友会のユニホームを着

て安らかなお顔でした。

　松本さん「これからも小金井公園走友会を小関さ

んと一緒に見守り下さい。」

　ご冥福をお祈りいたします。

佐々木 祐治

松ちゃんの危篤の情報を知ったのは、

　松ちゃんの危篤の情報を知ったのは、亡くなる 3

日前の 5 月 31 日でした。すぐ千葉のがん緩和セン

ターに松田さん夫妻と 3人で駆け付けたが、松ちゃ

んは呼吸も浅く、かろうじて命をつないでいる状態

だった。何の反応もなくあきらめていたが、もう一度

手を強く握って「ゆうちゃんだよ」と大きな声で言っ

たら確かに反応があった。そして目に涙がにじんで

きた。僕も涙がこぼれた。何を思っているのだろう

か。・・・うつろな目で遠くを見ているようだった。

　悲痛な思いで帰り、将に今日明日の命ということ

を、久保田会長に伝えた。

　久保田会長は急遽、加藤さん、楠さんと 3人で千

葉へ飛んだが、生きた松ちゃんに会うことは叶わな

かった。あっという間の出来事だった。

　松ちゃんとの想い出はたくさんあります。松ちゃん

は語り合うことが好きだった。正義感が強く誰とでも

正論で語り合い、言いにくいこともズバリ言い、時に

誤解を与えることもあったが、聞いていて気持ちが

良い。そして彼は走友会を心から愛していた。

　彼は読書家でもあったすぐそばの図書館から本

を何冊も借りて来て読んでいたらしい。彼の店「み

よし」で何時間も飲み語り合った。時々難しい質問

をされたが、僕には答えられないことが多くあった。

いろいろなことを松ちゃんから教えられた。虚飾を

嫌う一本気なお人柄は今も強い印象となって、私

の脳裏に焼き付いております。

　そちらでも、山田順さん、岡野さん達と大いに語り

合って下さい。

松ちゃんはいつも私の傍におります。

合掌 

14
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２０１６年　小金井公園走友会　大会参加記録（4月～6月）

日時 大会名 種目 参加者 記録（グロス） 記録（ネット） 備考

第２５回幸手市さくらマラソン 松坂　泰洋

第２５回幸手市さくらマラソン 清水　統文

第２５回幸手市さくらマラソン 伊藤　公博

第２５回幸手市さくらマラソン 山本　克彦

第２５回幸手市さくらマラソン 高橋　達夫

第２５回幸手市さくらマラソン 佐々木　義成

第２５回幸手市さくらマラソン 福田　務

第２５回幸手市さくらマラソン 高木　春美

第２５回幸手市さくらマラソン 鶴岡　実路

第２５回幸手市さくらマラソン 平田　孝一

第２５回幸手市さくらマラソン 小滝　淳子

第２５回幸手市さくらマラソン 篠田　充哉

第２５回幸手市さくらマラソン 柳田　美智子

第２５回幸手市さくらマラソン 三島　文一

第２５回幸手市さくらマラソン 小澤　晃一

第２５回幸手市さくらマラソン 加藤　一夫

第２５回幸手市さくらマラソン 松井　英子

第２５回幸手市さくらマラソン 松崎　明夫

第２５回幸手市さくらマラソン 新谷　三喜男

第２５回幸手市さくらマラソン 山田　サチ子

第２５回幸手市さくらマラソン 森泉　祐輔

第２５回幸手市さくらマラソン 中野　博之

第２５回幸手市さくらマラソン 斉藤　良江

第２５回幸手市さくらマラソン 藤本　典義

第２５回幸手市さくらマラソン 本間　久

グアムインターナショナルマラソン ハーフ 武重　豊 1:49:18 1:49:16

フル 池田　義敬 3:46:26 3:45:38

フル 池田　博美 4:00:34 3:58:04

フル 平田　浩一 3:29:10 3:28:32

フル 井上　俊太郎 3:29:57 3:29:49

フル 松崎　明夫 4:05:25 4:04:16

100K 星　幸伸 10:28:59

100K 伊藤　公博 11:04:02

100K 鶴岡　実路 11:56:23

100K 小澤　晃一 11:58:11

100K 田上　さとみ 12:32:46

100K 三島　文一 13:24:46

100K 村西　久美 13:24:46

100K 美馬　秀哉 13:43:25

71K 山本　克彦 7:25:28

ハーフ 松本　信一郎 1:37:34

ハーフ 松崎　明夫 1:49:34 1:49:14

フル 山崎　博臣 3:27:58 3:26:25

100K 野村　佳代 13:51:48

フル 齋藤　良江 4:47:03 4:44:27

ハーフ 山田　サチ子 2:07:45 2:07:07

23.7K 美馬　秀哉 2:53:15

100K 関　三寿 13:50:15

ハーフ 山本　克彦 1:34:28 1:34:09

38.55K 小原　信夫 6:39:54

シアトルマラソン フル 丸山　隆史 2:50:00 2:49:56

ハーフ 清水　統文 1:29:33

ハーフ 福田　務 1:48:07

ハーフ 高木　春美 1:51:14

ハーフ 三島　文一 2:05:26 　

ハーフ 尾曽越　俊邦 2:05:32

ハーフ 酒井　勝 2:12:22

ハーフ 藤本　典義 2:41:58

11.5K 水越　利恵子 1:33:51

100K 山本　克彦 10:33:12 10:30:36

100K 野村　佳代 11:41:57 11:40:11

100K 松崎　明夫 11:42:11 11:39:35

04月03日 10マイル 　1:02:42 　1:02:40

04月03日 10マイル 　1:02:54 　1:02:43 年代別7位

04月03日 10マイル 　1:07:16 　1:07:07

04月03日 10マイル 　1:09:23 　1:09:08

04月03日 10マイル 　1:09:45 　1:09:09

04月03日 10マイル 　1:09:54 　1:09:45

04月03日 10マイル 　1:12:13 　1:12:04

04月03日 10マイル 　1:12:27 　1:12:19 年代別4位

04月03日 10マイル 　1:16:01 　1:16:57

04月03日 10マイル 　1:18:50 　1:18:29

04月03日 10マイル 　1:19:03 　1:18:56

04月03日 10マイル 　1:20:04 　1:18:43

04月03日 10マイル 　1:20:10 　1:20:04

04月03日 10マイル 　1:20:17 　1:19:36

04月03日 10マイル 　1:20:31 　1:18:26

04月03日 10マイル 　1:24:11 　1:24:03

04月03日 10マイル 　1:24:42 　1:24:25

04月03日 10マイル 　1:25:30 　1:23:26

04月03日 10マイル 　1:26:28 　1:25:19

04月03日 10マイル 　1:32:01 　1:31:52

04月03日 10マイル 　1:36:59 　1:35:04

04月03日 10マイル 　1:38:03 　1:36:57

04月03日 10マイル 　1:43:03 　1:40:11

04月03日 10マイル 　1:43:13 　1:43:05

04月03日 10マイル 　2:06:31 　2:04:51

04月10日 年代別1位

04月17日第18回長野マラソン

04月17日第18回長野マラソン

04月17日第26回かすみがうらマラソン

04月17日第26回かすみがうらマラソン

04月17日第26回かすみがうらマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン 年代別4位

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

04月24日第26回富士五湖ウルトラマラソン

05月08日第40回富士裾野高原マラソン

05月08日第26回仙台国際ハーフマラソン

05月15日第42回洞爺湖マラソン2016

05月22日第22回八ヶ岳野辺山高原ウルトラマラソン

05月29日第33回黒部名水マラソン 年代別9位

05月29日第36回山中湖ロードレース

06月05日第7回富士忍野高原トレイルレース

06月12日いわて銀河100kmチャレンジマラソン 70歳以上8位

06月12日第2回信州安曇野ハーフマラソン

06月12日第5回八重山トレイルレース

06月18日 年代別1位

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原 年代別2位

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原 一般10位

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原

06月19日 2016ビーナスマラソンin白樺高原

06月26日第31回サロマ湖100Kウルトラマラソン

06月26日第31回サロマ湖100Kウルトラマラソン

06月26日第31回サロマ湖100Kウルトラマラソン
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平成２８年７月１日

会　員　各　位

小金井公園走友会

会長　久保田　正明

定期総会の開催について

平成２９年度小金井公園走友会の定期総会を下記のとおり開催致します。

つきましては、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願い致します。尚、欠席の方につ

きましては、下記の委任状をご提出下さいますようお願い致します。

記

１．日　時　　平成２８年８月１４日（日）９時３０分～１１時００分

　２．場　所　　小金井市総合体育館　会議室

　３．議　題　（１）平成２８年度活動報告

　　　　　　　（２）平成２８年度会計報告

　　　　　　　（３）平成２８年度会計監査報告

　　　　　　　（４）平成２９年度活動方針（案）

　　　　　　　（５）平成２９年度予算（案）

　　　　　　　（６）役員選出について

　＊　定期総会終了後、懇親会を開催いたしますので、引き続きご出席下さい。

　＊　当日、２９年度会費３，０００円の納入をお願い致します。

　　総会欠席予定の方は、直接会計までお渡し頂くか、下記口座への入金をお願い致します。

        郵便振替口座　　口座名（００１７０－０－１０３３５９）

　　　　    　　　　　　宛先（加入者名）小金井公園走友会

以上  

　　　　　　　　　　　　　　　　切　り　取　り　線　　　　　　　　　　　　　　　　　

委　任　状

私は、　　　　　　　　を代理人と定め、８月１４日開催の定期総会において議決権を行使する

ことを委任いたします。

平成２８年　月　日

議決権行使者　　　　　　　　　　　　印
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