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新年度新年度新年度新年度をむかえるにあたってをむかえるにあたってをむかえるにあたってをむかえるにあたって 

   若葉グリーンメイト会長 清水縣ニ 

 

１月の「若葉グリーンメイト３０周年記念行事」は、旧

会員、新人、近隣走友会の多数の参加を得、大変な盛り上

がりを見せ、2011 年度の我がクラブの更なる展望を予測

されるものでした。 

 そんな折、3 月 11 日のその時は、個人的には 2 月のス

ランプを越え“かすみがうらマラソン”へ向け練習を再開

し、遅い昼食を作っている時、その衝撃は、皆様と同じく

私の６７年の人生で体験した事もない、強烈なものでした。

その後の３週間の自分は、新聞テレビの映像を見ては、た

だただ涙する無力な老人でしかありません。幼い時、戦中

の福島は阿武隈川のほとりの伊達町が疎開先の地。また若

いときには、石巻、仙台、南相馬、いわき等、地域計画の

仕事をやって来た所、そんな事を思いながら、技術屋であ

りながら、何も出来ない自分の無力さに憮然としておりま

した。 

 ＷＧＭ行事「春の坂戸～鶴ヶ島～川越マラニック」が企

画されたのはそんな時のことでしたが、私を（会を）立ち

直らせてくれたような気がします。我々が日常暮らす地域

を周回し、その後の懇親会では参加者の走ることに対する

本心を聞くことが出来ました。我がクラブにも出身地がこ

の震災に遭われた会員がおられます。そして、その方々か

らも、走り続ける力強い言葉をいただきました。 

 震災被害を直接受けていない我々が落込んでいて如何

にするのか？ 我々が先ず、日常を取り戻すのが、被災者

に対する最初のメッセージであると思います。 

 我がクラブには、各人が目指す目標があります。それを

達成し、また、この震災を記憶しつづけることが、東北、

ひいては日本の再生につながるのではないでしょうか。 

Ｇｏｏｄ ｌｕｃｋ ！  Ｇｏｏｄ ｊｏｂ！ 

 

ＷＧＭ３０周年記念行事 

～～～～ランニングフォーラムランニングフォーラムランニングフォーラムランニングフォーラム～～～～ 

１月９日（日）３０周年記念行事「ランニングフォーラ

ム」が坂戸市内で行われた。７０名を超えるランナーが参

加し、講演とパネルディスカッションの２部構成で行われ、

続いて行われた懇親会では走ることについての話題に花

が咲いた。 

 

第１部は、矢野龍彦氏（桐朋学園大学教授）の基調講演

で、テーマは「ヘルシーランニングの秘訣」。「ナンバの動

きの分析」を始め「ナンバ感覚」「ナンバ的発想」、そして

最後に「ナンバ式骨体操」の一部について実技指導をいた

だいた。 

骨の平行四辺形への潰し方は写真や図では何度も見て

いたが、実際に見たのは初めてである。自分でも、これま

でに何度となく試みてみたが、なかなか身体がついてこな

い。矢野氏ご自身による実演を見て、少しはイメージでき

るようになった気がする。 

私が身体の動きの中でナンバの動きが体感できたのは、

山登りで自然に右足と右手が、左手と左手が同時に前後に

動かして、身体を捻らない行動をとっていたときである。

平行四辺形の潰し方を復習するときには、常に山での体験

を思い出すようにしている。それでも、歩きや走りにはな
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かなかつながらない。 

「鍛えようという気持ちだけではつらくなり、楽しくな

い」。また「よけいな力が入るので、無駄が発生する」。が

んばりが見えない走り、すなわち「力を抜いて、力を発揮

する」ことがスポーツでは大事で、「ペース配分が求めら

れる長距離走は楽に省エネ走るのがポイント」と強調する。 

 

第２部はパネルディスカッションで、「地域拠点型ラン

ニングクラブの発展を考える」というテーマだった。パネ

リストとして２名の識者（矢野氏と青葉昌幸氏（大東文化

大学教授））と走友会で活動している３名の市民ランナー

をお招きして、不肖森脇康行がモデレーターを務めさせて

いただいた。 

ランニング愛好者が急増する中で、走友会を元気にする

にはどうしたらよいか、走友会にビギナー、特に若年層や

女性に多く参加してもらうにはどんな取り組みが必要か、

といった喫緊の課題について語っていただいた。 

矢野氏からは「冬走って楽しいか。市民ランナーは季節

を選んで行うべきだ」「誰かに会わせて走る集団練習は市

民ランナーには向かない」「強化練習は個人で、ゆっくり

ランニングはみんなと一緒に」などの問題提起がなされた。 

青葉氏からは「大学チームでも集団トレーニングだけで

は本番（箱根駅伝）では戦えず、個人で行う練習が大切。

走友会も同様で、個人練習をしっかりできるようにするこ

とから始まるのではないか」など百戦錬磨の名監督にして

は意外とも思える個人走を意識した発言が出された。 

谷中氏からは「新人には新人向けのコーチが必要で、そ

のためには企業、大学、走友会の共同の取り組みが必要」

と訴え、後口氏からは「走友

会のノウハウを一般市民ラ

ンナーに伝えることは走友

会の役目」という提言もあっ

た。川越走友会の中村氏から

「会員数の増加と減少を繰

り返してきたが、若い会員を主体に運営するようになって、

変わった」とのエピソードの紹介。 

さらに、矢野氏からは個人主義の米国とちがった欧州の

クラブ組織にも言及があり、この辺にわが国の走友会の活

性化策のヒントが隠されているような印象を持った。もう

少し詳しくお話を伺いたかったところだが、時間がなかっ

た。 

短い時間の中にも関わらず建設的な発言が多く出され、

大変感謝している。残念ながら、私の力量と時間の不足の

ために、これらの提言を十分煮詰めるには到らなかった。

この部分は私たちの活動の根幹に関わることなので、消化

できなかったところについては継続して取り組んでいく

必要があると考えている。  （記：森脇） 

----+----+----+----+----+---- 

皆様のご支援・ご協力のおかげで３０周年記念行事「ラ

ンナーズフォーラム」を盛会にて無事終了することができ

ました。ありがとうございました。運営には反省すべき点

もありますが、会員の皆様の他、昔の仲間、いろいろな外

部参加者の方とも交流を深められて意義のある催しにな

ったことを切に願っております。これからも会の発展的継

続のために、全員で力を合わせて盛り上げていきたいと思

っております。今後とも、どうぞよろしくお願いいたしま

す。（記：宇梶） 

----+----+----+----+----+---- 

「ＷＧＭ３０周年記念行事：ランナーズフォーラム」 

成功裡に終了して何よりでした。企画もよかったです。 

矢野先生から健康ランニングにつながる「ナンバ」の極意

の一端を伝授いただけましたし、青葉先生をはじめとする

パネリストの方たちのお話も興味深かったです。宇梶事務

局長、モデレーターを務められた森脇コーチをはじめ企画

委員の皆さん、そしてＷＧＭ会員の皆さん大変お疲れ様で

した。 

撮影した写真をHPにアップしました。是非ご覧下さい。

（記：鈴木敏） 

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

gm30th/index.html ］  

----+----+----+----+----+---- 

幹事の皆様お疲れさまでした。懇親会にもっといたかっ

たのですが、どうしても行かなければならないところがあ

り中座させていただきました。 

パネルでも出ましたが、懇親会でも他の走友会の方々か

ら参考になる話をいろいろとお聞きできたと思います。Ｗ

ＧＭの今後に生かして、クラブを活発化しランニングを大

いに楽しみましょう。幹事の皆様よろしくお願いいたしま

す。（記：谷中） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■埼玉駅伝 1/16 

坂戸市陸上競技協会（チーム成績） 
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2時間 26分 45秒／市町村の部 16位 

1区 高橋 11.3km 38分 53秒 17位 

2区 平山  7.7km 25分 48秒 14位 

3区 廣田  4.0km 14分 11秒 17位 

4区 田川  3.8km 12分 51秒 10位 

5区 鈴木  9.4km 34分 45秒 19位 

6区 佐藤  5.6km 20分 17秒 20位 

 

去年の記録から 3分以上のタイム短縮でしたが順位目標

の 10位は 2時間 17分 29秒（ハードルは高い！） 

「新年、この行事が終わらないと新しい年が始まった気

がしないヨ 笑）」とのことで、毎年、笑顔でこの大会を

ささえて下さっている役員（坂戸市陸上競技協会）の皆様、

ありがとうございました。監督、役員、応援、サポートの

皆様、お疲れさまでした♪ 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■勝田マラソン 1/30 

谷戸 3:26:17 

粂川 5:15:13 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■別府大分毎日マラソン 2/6 

福田 2:43:18 231 

越橋 2:58:44 766 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■ベアリス・30km in 熊谷・立正大 2/13 

宇梶 2:12:27 

谷戸 2:25:11 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■第 45回青梅マラソン 2/20 

※30km 

鈴木信 2:05:07 

今泉  2:14:57  （60歳以上の部 15位） 

中島陽 2:28:40 

戸田  2:39:26 

宮部  3:13:29 

※10km 

川崎孝 0:42:58  

～～出走記～～ 

結果は 5キロ 22分 30秒ペースのバラツキはありました

が 2時間 15分切りが達成できて大満足です。 

皆様の応援メッセージや谷中さんの現地応援のおかげで

す。有難うございました。 

00㎞～05㎞ 22分 38秒 スタートロス 45秒 

05㎞～10㎞ 21分 49秒 鈴木信男さんに 

10㎞～15㎞ 22分 35秒    一気に抜かれる 

15㎞～20㎞ 22分 24秒 

20㎞～25㎞ 23分 35秒 

25㎞～30㎞ 21分 56秒 谷中さんの声援あり 

グロス 2時間 14分 57秒 

昨年より 11 秒短縮(シーズンベスト更新)して翌日のス

ポーツ報知に男子３０㌔ 60歳以上の部 15位(昨年も 14位)

でギリギリ上位入賞者欄に載りました。残り 1.5ｋｍ付近

で谷中さんに「設定通りだ！行けるぞ！！」との激を受け

て最後の 1ｋｍは 4分を切るような馬鹿力が出て 3秒残し

でゴールしました。64 歳と 2 日目のバースデー青梅は記

憶に残る大会でした。次はかわせみ、荒川に挑戦します。

（記：今泉） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■ ＦＭ東京の朝のラジオ番組（ジョグリス）に！ 

谷中さんが３週連続でゲスト出演されました。 

［ http://allabout.co.jp/gm/gc/376263/ ］ 

～さて私も「JOGLIS」は、日曜日にトレーニングコース

に向かう車の中で聞いたりしていたんですが、その番組に

お呼ばれし、東京マラソン直前の準備についてお話ししま

した。第 1回は、もう放送が済んでしまいましたが、2月

6日に放送されました。この後は、13日（日）、20日（日）

と、都合 3 回放送されま

す。時間はほぼ 6 時 45

分頃からです。そこで、

放送を聞き逃した方のた

めに、第一回 2月 6日に

私が話した内容を、ご紹

介しましょう。～ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■東京マラソン 2011 2/27 

※フルマラソン 
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平山    2:44:36 

高橋    2:56:58 

宇梶    3:20:26 

川﨑（孝）  3:21:55 

清水（明） 3:29:19 

越橋    3:33:17 

谷中    4:02:47 

※10km 

高濱    0:50:01 

※スタッフ参加 

古木    5:00:00（ペースメーカー） 

～～東京マラソン 2011出走記～～ 

東京マラソンを走った方、お疲れさまでした。高濱さん

をスタート直後見つけたんですが、写真を撮っていたので

追えませんでした。いかがでしたか。いささか焦っていた

ように見受けました。記録をねらってた？ 高橋さんに

30kmぐらいのすれ違いで声をかけましたが、本日はのん

びりした雰囲気でしたね。他の方はいかがでしたか？  

（記：谷中） 

----+----+----+----+----+---- 

参加された皆様お疲れさまでした。結果は 2 時間 44 分

36秒（ネット 2時間 43分 44秒）でした。 

この日に向けて 12 月、1 月は 600 ㎞走り込み、2 週間前

の森林公園 10㎞も 35:23で余裕を持って走れ、2時間 40

分切りは確実と思ってましたが、1 週間前に 20 ㎞ペース

走を行った際にヒラメ筋周辺を軽く肉離れ。1 週間安静に

してましたが痛みが残る中テーピングで固めての出場で

した。走り始めるとアドレナリンの影響（？）か不思議と

痛みがなくなり、30㎞以降は若干痛んだものの不思議と完

走できてしまいました。とにかくマラソンの調整は難しい

と改めて思いました。来月の板橋 City は万全で挑みたい

です！（記：平山） 

----+----+----+----+----+---- 

東京マラソン参加の皆様お疲れさまでした。結果は、2

時間 56分 58秒（ネット 2時間 56分 30秒）と 3回の中

でワーストでした。スタート直後の混雑を抜け出すまでに

余計に力を使った分？15kmの品川の折返し位から足に余

裕がなく後続に衝かれている展開にも神経を使いました。

後半は腹痛と腰痛を伴い、３月に佐倉を申込みしているこ

ともあり、歩きと jogをしながら（景色を楽しみながら）

ゴールを目指すだけでした。しみず♪さんはじめいろいろ

な方の応援のおかげでゴールすることが出来ました。来月

は調整して確実に最低限の走りはしたいです。 （記：高

橋） 

----+----+----+----+----+---- 

今日は東京マラソンとしては暖かな気候で、全コース沿

道にものすごい数の応援の観衆の方がいて感動いたしま

した。ＷＧＭの皆さま、そして多くの友人の方々に声援い

ただきたいへん心強かったです。走ってみて東京マラソン

が素晴らしい大会であることを改めて実感しました。残念

ながら、私は体調が悪く今日は久しぶりに厳しいレースを

味わいました。 

結果は 3時間 19分 55秒（ネット）と設定より約 10分

遅かったのですが、先週、先々週、それぞれ 30㎞レース、

36㎞走を行い、重めの体調で臨むことを覚悟していたので、

やむを得ないところではあります。前半 10 ㎞地点でかな

りタイムが遅く、脚もいつもより余裕が少なかったため、

後半かなり厳しいレースになると感じていましたが、25

㎞以後はかなりしんどく、5 ㎞ラップ 24 分台より悪くな

らないようだけ、必死にもがきゴールまでたどりつきまし

た。（記：宇梶） 

----+----+----+----+----+---- 

終わりました～～～～って感じ！ 練習量これでいい

のって不安に思った事も。なんとかなるかな？と、自分な

りに精一杯やったつもりでもある。年末と 1 月に 30Km、

20Km（ＷＧＭ練習含め）4回位、他・・・・（12月 163Km、

1月 259Km）スタートに立つ自分が信じられない、 

私がフル！！こんな所にいていいの？？ ・・  

少し走り 3:30 ペース

メーカー発見、これは

付くしかないと。でき

れば 3 時間 30 分以内

で走れればいいなと。

焦らすここで行こうと

ペースメーカーに付く。35km過ぎ、足も大丈夫そうでし

たので多少、3:2○台がいいなと、ちょい前に出てのゴー

ルとなりました。 

初フルということもあって慎重なレース展開かな？ 

結果は最初の 5kmラップ、25分以上（ヤバと思ったね） 

以降は 24分台で刻み・・・ 

結果、3時間 29分 19秒（ネット 3時間 28分 24秒） 

みなさん応援ありがとうございました。今後ともＷＧＭ練
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習会よろしくお願いします。（記：清水明） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■琵琶湖マラソン 3/6 

福田健さん、快挙です！ 

2時間 31分 02秒（120位） 

（完走者の中では最年長です！）  

※ランナーズ（4 月号）のマイトレーニング欄に福田健さ

んの練習内容が大きく掲載されています。 

練習内容の公開だけでなく、ランニング歴や日常生活に関

する記事もあり、福田さんの素顔に迫る！とっても面白い

記事です。 

「マラソンへの秘策は５４ｋｍジョグ」P52 

鎌北湖から県民

の森までの往復５

４kmのジョグを毎

日曜ごとに実施さ

れたそうで、この奥

武蔵グリーンライ

ンでの 54km走（坂

道 LSD）で培った

体力が自信になった、とのことなんです。ランナーズ 4月

号、必見です。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■横浜国際女子マラソン 2/20  

福田（恵）さん 3:03:12（36位）の好記録で 

自己ベストを達成されました♪ 

05km 0:21:20  

10km 0:42:31 (21:11) 

15km 1:03:44 (21:13) 

20km 1:25:17 (21:33) 

harf 1:29:54  

25km 1:46:51 (21:34) 

30km 2:08:44 (21:53) 

35km 2:31:01 (22:17) 

40km 2:53:39 (22:38) 

Goal 3:03:12 ( 9:33) 

※ランナーズ５月号で恵美子さんの横浜国際女子マラソ

ンの記事が大きく掲載されています。とっても素敵な記事

です。 

「家族の絆が生んだ自己ベスト」P72 

～ 40km地点からは、広樹君も並走メンバーに合流。走

るつもりはなかったが、母の苦しそうな表情、ペースダウ

ンを目の当たりにして、

少しでも力になりたいと

思ったのだという。正利

君も通過タイムを伝える

と、後から荷物をかかえ、

母を追いかけた。「視界の

端に、３人の姿ははっき

りと確認できました。贅沢すぎる応援に、最後のパワーを

もらいました」 ～ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■ソウル国際マラソン  3/20 

～～出走記～～ 

ソウルマラソンは２万５千人程度の参加者ですが、東京

マラソンとは少々雰囲気は違いファンラン的な要素より

真面目な熱心なランナーが多い大会です。 

冷たい雨の中の「ソウル国際マラソン」となりましたが、

日本のランナーの元気な姿を見てもらい、韓国の人に感謝

の気持ちを伝えるために背中にメッセージを添えてマラ

ソンを走りました。 

日本語にすると下記のようになります。 

「私は日本から来ました。今回の震災に際して韓国の皆さ

まより多大なご支援をいただきましたことを心から感謝

しております。今日は、いっしょに楽しく走りましょう。

韓日友好！」 

文章は土曜日の晩にソウルでいっしょに食事をしたカ

ミさんの友達（ソヨン

さんとウォニちゃん）

に手伝ってもらいま

した。韓国の国旗は韓

国人でも簡単に書け

ないそうですよ。韓国

の人に手伝ってもら

った文なので、結構気持ちの入った表現になりました。 

おかげてレース中には、数多くの韓国人ランナーから声援

をいただき、「カムサハムニダ！」（ありがとう）「ファイ

テン！」（頑張ろう）ということばを走りながら１００回

近く返しました。 

※レース結果 

00㎞～05㎞ 0:21:51 

05㎞～10km 0:22:33 



－6－ 

10km～15km 0:22:51 

15km～20km 0:22:38  

20km～25km 0:21:31 

25km～30km 0:21:56  

30km～35km 0:22:46 

35km～40km 0:22:05 

40km～Goal 0:09:46 

  ⇒ 3時間 8分 53秒 

昨年の記録（３時間６分４１秒）更新はなりませんでし

たが、悪いコンディションの中まずまずの走りができ満足

しています。 

このコースはワンウェイコースで、昨年のように天気が

良いとコースの３分の２は偏西風の流れに乗って気持ち

の良い追い風になるのですが、天気が崩れると風向きが逆

になり、昨日は軽い向かい風が多いコースとなりました。

早朝から冷たい雨が降りしきり、後半は小雨になってきた

もののシューズや Tシャツが前半で雨で重くなり、風向き

も緩やかな向かい風になったため、記録更新は難しいと感

じ途中で少し下方修正（３時間８～悪くても１０分以内）

しました。前後半ほぼイーブンペースで走れ、後半も脚が

伸びたのでその点満足しています。体も良く動いたが、こ

のコンディションなので５㎞のラップは体感よりも２０

～３０秒くらい遅かったように感じた。 

ソウルマラソンの後、午後から安城（アンソン）市に移

動して韓国の友人と交流を楽しんだ。安城市はソウルから

高速バスで１時間ほどのところにある静かで美しい街で、

伝統工芸や伝統芸能の保存・普及を大切にしているところ

だ。 

始めはカミさんの友人のインボムさん（安城市役所の文

化教育観光課主務官）の奥様が切り盛りしている和風レス

トラン”ＴＥＲＩＹＡＫＩ”で軽くトンカツや鰻料理をご

馳走になり、そのあとは美味しい漢牛を食べさせる焼肉屋

に移動して二次会。そこでやはりカミさんの友人のヨンラ

ンさん（女性）と合流

です。ヨンランさんは

３０代の美女だが、男

寺党（ナムサダン：国

が指定する無形重要

文化財の民族芸能団）

の一員でヨンランさ

ん自身も無形文化財として認定されています。ヨンランさ

んは少々風邪気味だったようです、インボムさんはお酒が

大好きで韓国の焼酎をストレートでグイグイ。マラソン後

の私はとてもそのペースについていくことはできない。 

 焼肉の後は街中の居酒屋で三次会。インボムさんの同

僚も合流してマッコルリを酌み交わしながら益々盛り上

がる。日韓両語ができるのはカミさんだけだが、皆酔いも

回っているので、多少？言葉が通じなくても酒の力で意気

投合。（カミさんは日本人ですよ。チャンゴという韓国の

伝統楽器（太鼓）をやっているので韓国人のお友達がたく

さんいるわけです） 

ついに毎年１１月に開催されている「安城市ハーフマラ

ソン」に友人をたくさん連れてくると約束してしまいまし

た。旅行会社には真似できないような心暖まる格安マラソ

ングルメツアーを企画しますので、WGMの皆さん、ぜひ

ご参加ください！ 

安城で韓国の友人たちとの別れを惜しみ、ソウルのホテ

ルに深夜に辿り着き、翌日昼過ぎに金浦空港から羽田に戻

る。充実した３日間の韓国遠征でした。 

（記：宇梶） 

 

～～～～～～事務局だより～～～～～～ 

2010年度、次の方々がWGMに新入会されました。 

平山さん、中島さん、高野さん、田川さん、 

 千馬さん、藤沢さん 

皆さん積極的＆活動的なランナーです！ 

今後ともヨロシクお願いしま～す♪ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

シーズンベストランキングシーズンベストランキングシーズンベストランキングシーズンベストランキング    

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。 

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

_table.html ］ 
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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 


