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豊島区陸上競技会豊島区陸上競技会豊島区陸上競技会豊島区陸上競技会 5000ｍｍｍｍT.T.  5/4 

久しぶりに 5000ｍの競技会に参加しました。今日は暑

かったです。また、昨年秋から駅伝以外にほとんどスピ

ードトレーングを行っていなかったので、コンディショ

ンの面から記録は期待していませんでしたが、やはり１

９分３０秒かかってしまいました。 大会は高校生、大

学生に混ざり一番後ろのほうか

らのレースとなりました。最後尾

数名でゴールする。明日は連休最

後の走りこみ、外秩父七峰縦走！

頑張ります。（記：宇梶）  

 

OB・・・・OG駅伝駅伝駅伝駅伝 5/23 

生憎の雨の中のレースとなりましたが、OB 駅伝に参加され

ました皆様、お疲れ様でした。 

 

※チーム７０（グリーンメイトＡ） 

 1 時間 45 分 40 39 位/109 チーム 

 

 

１走 池田：24:00 

２走 落合：21:05 

３走 和田：21:50 

４走 鈴木：17:53 

５走 岡内：20:53 

※チーム７１（グリーンメイトＢ） 

 1 時間 50 分 59 秒 55 位/109 チーム 

 

１走 加藤：26:37 

２走 清水：21:13 

３走 川崎：20:34 

４走 高濱：23:01 

５走 岡田：19:28 

WGM 
若葉グリーンメイト機関紙 Vol 74  2011.1.1 

http://wakaba-green-mate.cocolog-nifty.com/ 

小江戸川越ファンランの集い 2010 にて 
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※チーム７２（グリーンメイトＣ） 

 1 時間 46 分 45 秒 41 位／109 チーム 

 

１走 山崎：24:57 

２走 今泉：20:01 

３走 谷中：20:11 

４走 戸田：22:12 

５走 宇梶：19:20 

 

侍侍侍侍マラソンマラソンマラソンマラソン 5/9 

侍マラソン、峠コース（29km）完走できました。上り

が思ったより楽に登れました。外秩父のダメージは、３

日の休養で見事に！超回復したようです♪ トレイ

ル・・・ダメージが大きいってことは、いい練習が出来

てる！ってことですね？^^ 

今年は群馬ＴＶが来ていて、30

分ものの放送で紹介されると

いうことで美人アナウンサー

がインタビューアーとして（仮

装して）出没してました。 

（記：岡内）  

 

八海山登山八海山登山八海山登山八海山登山マラソンマラソンマラソンマラソン 6/6 

まだ故障が回復してないため昨日まで出走するか迷い

ましたが、去年途中棄権したので、今年は足の様子を見

ながら、とにかくゆっくりと完走することだけを目標と

しました。案の定、前半の下りはまだふくらはぎが張る

ため、おそるおそるキロ５分程度でとにかく痛みがひど

くならないようゆっく

りと、慎重に進む。約３

㎞下りきった後、一気に

標高差９００ｍ近く最

高地点（１１４２ｍ）ま

でひたすら登るコース

設定です。（１３㎞レー

スです） 

ここ 10日間ジョギングと水泳しかしていないため、歩

きも入れ、スピードは出していないのに、いつもよりき

つく感じる。おまけに今日は暑かった。おかげさまで、

痛みはそれほどひどくならずに無事完走できました。 

１時間２１分５３秒、５０歳以上の部：１０位ですが、

今日はこんな体調なので、タイムや順位は気にせず、無

事完走だけで満足です。走った後の、魚沼産の「おにぎ

り」と「きのこ汁」がとても美味しかった。 

来年は、体調を整えて、エイジグループ３位以内目標で

す。（記：宇梶） 

 

夏合宿夏合宿夏合宿夏合宿 7/3～4 

夏合宿の写真をアルバム風にまとめました。 

http://wakaba-green-mate.cocolog-nifty.com/photos/2

010smg/index.html 

 

富士登山競争富士登山競争富士登山競争富士登山競争    完走完走完走完走！！！！ 7/23 

本日７月２３日第６３回富士登山競争に参加して来ま

した。前日に受けた山梨の新聞社のインタビューの記事

が、おかうちさんに見つかるとは思わなかった（笑） 結

果は第６０回大会以来３年ぶり２度目の完走です。タイ

ムは４時間２７分２０秒です。 実は記事には前回の完

走が３分前とあるのですが、正確には４時間２７分４２

秒で、今回が富士山自己ベストです。 この日の為に３

ヶ月前からスペシャルメニューを組んで日々過酷なト

レーニングをしてきた成果が実って、達成感に酔いしれ

ています。 （記：谷戸） 

富士登山競走富士登山競走富士登山競走富士登山競走    ＰＫＰＫＰＫＰＫ負負負負けけけけ？？？？ 7/23 

まともな練習に至らない段階で、富士登山競走に出てし

まいました。山の練習はおろか WGM の通常練習もま

ともにこなせないまま迎えてしまいました。急用も入る

ことなく休みも取れてしまったし、迷いに迷った末スタ

ートラインに並ぶことに。そこで谷中さんに遭って、サ

ッカージャパンのウェアにちょっと冷やかしを入れて

しまいました(言葉を選ぶ余裕もなく失礼しました)。ワ

ンウェイの坂道にすぐ苦しくなり抜かれるばかりで、ど

こでリタイアするか、頭の中はそればっかしでした。と
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ころが関門を数分ずつクリアー。 

七号目からの岩場では何度もよろめいて、そのたび近く

のランナーの手が支えてくれました。 

本八合で残り 34 分弱。今回のペースでは 40 分くらい

は必要なところ、どうするか。最後に大きな試練。あと

数分速いか遅いかどちらかならよかったのに。空気がか

なり薄くなる中、頭の痛さと体の枯渇感は限界にきてま

した。 

「あきらめるな。」周りの雰囲気は制限時間モードにな

り、あちこちで声がかかりはじめる。つられてペースは

突っ込み気味に。やるだけやってみようと。 

しかし、ギリギリ滑り込みか、という残り 200 メート

ル地点、まさかのオールアウト。どこからも力が出なく

なりました。そうは都合よくいかないということでしょ

うか。ようやくたどり着いたら１分４０秒の超過でした

(４時間３１分)。 

初の未完走は残念でしたが、今回は参加できたこと自体

に一定の満足感があります。最近特に体力的な弱さが目

立っていたので、頂上まで行けたことを何よりと感じて

います。 

欲をいえば、あと 200 メートル持っていれば、でしょ

うか。例えが違うかもしれませんが、ＰＫ戦のように、

これは時の運の部分だったように感じています。   

（記：比留間） 

釧路湿原釧路湿原釧路湿原釧路湿原マラソンマラソンマラソンマラソン遠征報告遠征報告遠征報告遠征報告 7/24～26 

２４日（土）～２６日（月）北海道釧路に行ってきまし

た。「釧路湿原マラソン３０㎞」と釧路観光を満喫しま

した。土曜日は、午前中到着の後、「釧路市動物園」と

近郊の温泉

施設に行く。

年甲斐もな

く、結構動

物園好きな

んですよ。

シマフクロ

ウ、オラウ

ータン、ア

ムール虎、ヒグマ、ライオン、レッサーパンダ等々、た

くさんいて楽しかったです。 

２５日（日）は本番、結果は２時間８分４４秒（５０歳

以上の部９位：５０歳以上３３０名参加）と、走りこみ

のできていない、夏の３０㎞としてはまずまずの結果で

した。気温も埼玉より１０℃以上低く（スタート時２

０℃）走りやすい気候で、コースも釧路湿原の脇を７㎞

の続く直線道路があり、北海道ならではの雄大なもので

した。 

レースの後、「釧路マラソンクラブ」のバーベキューに

参加し、北海道のランナーと交流を図る。事前に交流サ

イトのメル友と連絡を取り合い、仲間に入れてもらった。

北海道の魚貝と肉を堪能し、夕方まで楽しいひと時を過

ごした。名残惜しい。 

月曜日は、早朝に「早採湖」という周囲５㎞のコースを

２周し、そのあと、釧路湿原に観光に出かける。「のろ

っこ号」という湿原の中をゆっくりと走る名物電車に乗

り、途中、釧路川が湿原の中で蛇行する有名な光景が見

れる展望台で湿原を観察。 

実り多い３日間でした。来年も再度参加し、まだ行って

いない所を訪問し、釧路マラソンクラブの面々とも再会

を果たそう！ （記：宇梶） 

 

奥武蔵奥武蔵奥武蔵奥武蔵ウルトラマラソンウルトラマラソンウルトラマラソンウルトラマラソン 8/1 

毎年、奥武蔵ウルトラマラソン（奥武蔵グリーンライン

を駆け抜ける非常にタフなコースの 77kmのレース）の

団体戦優勝チーム「奥武蔵道場」のメンバーとして活躍

されている高橋さ

んを応援するべく、

マラニック隊を結

成しました。 応

援しながら我々も

しっかり楽しませ

ていただきました。

高橋さん、お疲れ様でした！ありがとうございました♪ 

応援マラニックの写真をアルバム化しました。ご覧くだ

さい。 

http://yellow-black.cocolog-nifty.com/photos/om2010/i

ndex.html 

 

雁坂雁坂雁坂雁坂トンネルトンネルトンネルトンネル・・・・ランウォークランウォークランウォークランウォーク 9/5 

秩父の山奥、山梨と秩父を結ぶ雁坂トンネルを使ったレ

ースに参加してきました。雁坂トンネル・ランウォーク、

一般国道のトンネルとしては日本一の長さだそうで、今

回が第一回ということで地元のＴＶ局も取材に来てま
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した。スタート地点は、国道１４０号のトンネルを越え

て直ぐの場所にある道の駅「みさと」です。前日泊を民

宿にと考えてましたが、前夜、とびこみで（予約無しで）

お願いした会場近くの民宿はことごとく断られ、結局、

スタート地点の道の駅「みさと」の軒下で寝袋宿泊とな

りました。それが、標高が高いためとっても涼しく、満

天の星空を楽しみつつ（虫も居らず）快適でした。来年

もこのパターンでいいかも？  

レース（ランウォーク）は、避難坑トンネル内は薄暗く

て気温が低く、ランナーの足音以外聞こえてきません。

下り基調であり調子に乗って飛ばしすぎて早めに消耗

してしまって、レース後半はずっと歩きでした。 

地元の健脚なおばさん（おばあさん？）と世間話しなが

ら５ｋｍ前後を楽しく歩き、最後の２ｋｍくらいを再び

走ってゴール。タイムは２時間４８分でしたが、自己計

測（主催者側でのタイム計測無し）の大会なので、楽し

く走れて満足でした。 （記：岡内） 

 

浦佐温泉耐久山岳浦佐温泉耐久山岳浦佐温泉耐久山岳浦佐温泉耐久山岳マラソンマラソンマラソンマラソン 9/6 

第２４回浦佐温泉耐久山岳マラソンハーフの部に参加

して来ました。温泉地だということと、ベストな体調で

望もうということで前泊しました。 ただ温泉自体はあ

まり期待していなかったのですが、これが予想に反して

いい温泉で、濃い茶色をした湯で（特に露天風呂は）、

独特な臭いもあって、山奥の鄙びた秘境にも似た味わい

を感じました。１泊２日で５回も入りました。 

レースのほうは、とにかく暑かったです。つい先日もこ

の地方は日本で一番暑い３４.４度を記録したそうです。

今日もそれと変わらない位暑かったです。コースは最初

の７Ｋｍで高低差３７５ｍ（３３曲がり）を登り、５Ｋ

ｍ下って、また３Ｋｍを登り返して、後はゴールまでひ

たすら下るタフなコースです。富士登山競争以来、登り

の練習は一切して無かたのですが、あの時にしたスペシ

ャルメニューがまだ生きてました。最初の７Ｋの登りで

面白いように先行した人を抜いていけたし、苦手な下り

でも同年代の人には抜かれなかったようです。結果は１

時間４８分で６０歳代で、ぎりぎり６位入賞しました。

もう少し上位入賞かと思っていたのですが、そんなに甘

くないですね (笑) ゴールした後の８色スイカの食べ

放題が、へとへとになった体へのなによりのご褒美でし

た。 この地方は８色（ヤイロ）スイカの名産地だそう

です。来年はフル（２周）に参加してみたいです。  

（記：谷戸） 

 

小江戸小江戸小江戸小江戸ファンラファンラファンラファンランンンンのののの集集集集いいいい 10/11 

 

10 月 11 日（祝）、川越走友会様との合同企画として準

備してきました「小江戸ファンランの集い２０１０」、

雲ひとつ無い秋空の下、たくさんの一般参加くださった

ランナーと一緒になって、とても楽しく城下町川越をフ

ァンランすることができました。 

スタッフとして準備にあたられた皆様、ならびに大会参

加された皆様、こころより御礼もうしあげます。 

とりわけ、発起人（＆とりまとめ）の谷中様！ありがと

うございました♪ 

大変お疲れ様でした。とっても楽しかったですね♪ 

※大会ホームページ（大会アルバムあり♪） 

http://koedo-jogrun.cocolog-nifty.com/ 

 

高島平高島平高島平高島平ロードレースロードレースロードレースロードレース 10/26 

5km   

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

福田エ 0:18:25  一般女子 準優勝   

10km  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

福田  0:32:34  40代 優勝 

川崎タ 0:40:11  60代 6位 

20km一般男子 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

岡内   1:29:10  

 

秋合宿秋合宿秋合宿秋合宿 in鎌北湖鎌北湖鎌北湖鎌北湖（10月 30日～31日） 

秋合宿の写真をアルバム風にまとめました。 

http://wakaba-green-mate.cocolog-nifty.com/phot

os/2010aug/  
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★合宿初日の雨中 5000mタイムトライアルの結果です。 

田川  18:35 

岡田  18:59 

宇梶  20:00 

谷中  20:39 

鳴海  20:49 

岡内  21:11 

谷戸  21:13 

千馬  22:28 

小泉  22:55 

 

坂戸市民坂戸市民坂戸市民坂戸市民チャリティーチャリティーチャリティーチャリティー 11/21 

1km親子 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

古木 Jr  4:36 

後口 Jr  5:04 

3km 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

岡内サ 13:47  女子小学 10位 

5km 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

後口  15:56    40代 優勝 

平山  16:56    30代 5位 

古木  18:42 

清水  20:18  女子 40代 優勝 

今泉  20:23    60代 準優勝 

四條  20:28    60代 4位 

高野  20:45    50代 8位 

戸田  21:29 

落合  21:50 

高橋マ 23:52  女子一般 7位 

10km 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

後口  33:43    40代 優勝 

高橋  35:20    30代 4位 

川崎孝 39:36    60代 準優勝 

中島  42:37    60代 5位 

鈴木敏 44:26 

川崎利 44:48 

渡辺  51:30 

山崎  52:47 

加藤 1:01:34 

 

大田原大田原大田原大田原マラソンマラソンマラソンマラソン 11/23 

フルマラソン 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

越橋  2:57:15 

鈴木信 2:57:50 

森脇  3:03:25 

岡田  3:24:57 

 

つくばつくばつくばつくばマラソンマラソンマラソンマラソン 11/28 

フルマラソン 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

平山  2:45:02 

福田エ 3:03:31 

今泉  3:28:35 

谷戸  3:34:45  

高橋マ 4:25:54 * 

 

河口湖河口湖河口湖河口湖マラソンマラソンマラソンマラソン 11/28 

フルマラソン 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

田川  3:01:21    

千馬  3:57:28 

 

小江戸川越小江戸川越小江戸川越小江戸川越マラソンマラソンマラソンマラソン 11/28 

ハーフマラソン 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

椙本  1:27:06   60代 2位 

川崎タ 1:27:25   60代 4位 

小野  1:29:25 

四條  1:32:50 

落合  1:35:11 

戸田  1:41:16 
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川崎利 1:45:37 

工藤  1:53:45 

山崎清 1:57:26 

宮部  1:58:35 

渡辺  2:00:19 

草島  2:27:31 

10km 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

後口  0:32:34   40代 優勝 

鈴木ノ 0:37:14   50代 4位 

清水ア 0:41:49   女子 40代 優勝 

高野  0:42:01 

 

奈良奈良奈良奈良マラソンマラソンマラソンマラソン 12/5 

フルマラソン 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

谷中  3:23:40   60代 10位 

岡内  5:53:39 

 

福岡国際福岡国際福岡国際福岡国際マラソンマラソンマラソンマラソン 12/5 

福田（健）さん、第 64回福岡国際マラソンで 

2時間 20分台の好記録を出されたようです。！ 

 

 5km / 0:17:06 / 17:06 

10km / 0:34:28 / 17:22 

15km / 0:52:06 / 17:38 

20km / 1:09:49 / 17:43 

25km / 1:27:30 / 17:41 

30km / 1:45:27 / 17:57 

35km / 2:03:36 / 18:09 

40km / 2:21:48 / 18:12 

Goal/2:29:32/7:44 

すごい記録です！ 

 

小川和紙小川和紙小川和紙小川和紙マラソンマラソンマラソンマラソン 12/12 

5km 

－－－－－－－－－－－－－－－－ 

後口   0:16:17   壮年男子  優勝 

福田恵 0:18:56   壮年女子  優勝 

10km 

－－－－－－－－－－－－－－－－ 

高野   0:43:22 

ハーフマラソン 

－－－－－－－－－－－－－－－－ 

福田   1:11:41   壮年男子 A  優勝 

平山   1:18:12 

川崎孝 1:33:17 

平田   1:59:44 

宇野   2:22:28 

 

川越市民駅伝川越市民駅伝川越市民駅伝川越市民駅伝    

絶好の駅伝日和でした。一般のＢ（４０代以上）では前

年度は２チームで参加し優勝と３位でしたが、今年は残

念ながら２位！ 

１区：森脇 13:10 

２区：岡田 11:04 

３区：宇梶 11:10 

４区：谷中 11:31 

５区：岡内 11:47 

 

シーズンシーズンシーズンシーズンベストベストベストベストランキングランキングランキングランキング 

最近のベスト記録によるクラブチーム内のランキング

表を作成しています。（記：岡内） 

http://wakaba-green-mate.cocolog-nifty.com/blog/best

_table.html 

 

若葉若葉若葉若葉グリーンメイトグリーンメイトグリーンメイトグリーンメイトはははは、、、、東武東上線東武東上線東武東上線東武東上線のののの若葉駅近若葉駅近若葉駅近若葉駅近くのくのくのくの若葉若葉若葉若葉

台団地台団地台団地台団地にににに隣接隣接隣接隣接するするするする千代田公園千代田公園千代田公園千代田公園をををを練習拠点練習拠点練習拠点練習拠点としてとしてとしてとして活動活動活動活動しししし

ているているているている市民市民市民市民ランナーランナーランナーランナーのののの集集集集まりですまりですまりですまりです。。。。    

ホームページホームページホームページホームページ 

http://wakaba-green-mate.cocolog-nifty.com/ 

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせメールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレス 

 wgm.running.club@gmail.com 


