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■WGM長距離記録会 4/17 

サポートに回っていただいた役員の皆様、ありがとうご

ざいました。走るにあたって、ファンランにするか目いっ

ぱい頑張るか迷ってスタートしました。ハーフで先頭から

10 分遅れでｺﾞｰﾙできればあまりサポートのみなさんに負

担をかけずに済むかと思い、8 時 30 分に高浜さん、川崎

利さんと私と 3人で早めに走りだしました。 

すぐに２００ｍほどの所で谷中カメラマンにいい顔を

とっていただき、いやがうえにもレースに参加しているよ

うな高揚感を覚えました。１ｋを５分で通過し、練習時よ

り１分も早く入り、心拍数もぐっと上がってきました。思

ったほど風を感じず、勝呂から島田への田んぼ道も２ｋ～

６k 位まで５分 10 秒で通過し、高麗川の土手に上がって

7K 手前でなんと先頭の健脚 2 人 高橋、平山両君にあっ

という間に抜かれ、つづら折りの下りで後続のオレンジの

ウエアの田川君がはるか後ろに見えてました。さて土手を

上りきったところに給水が用意してあり宇梶さんが準備

万端整えて頂いていましたが、折り返してから給水しよう

と。８ｋ辺りでまたまた、田川君にもあっという間に置い

ていかれました。１０Ｋにチャレンジしていた高浜さんだ

けが田川君のあとを追っかけて行きました。北坂戸の横断

には 岡内さんが警備にあたっていただいて、助かりまし

た。 

走った後岡内さんから真剣でしたねと言われましたが、

サポートしている皆さんのためにも、本気で走ろうと思っ

ていたので、それが顔に出ていたのでしょうか。１０kの

通過が 51：19 でしたが、高浜さんの名誉のために多分、

通過地点で測っていなかったのでしょう。私に橋上から聞

いてましたので 51：19 といったのですが、高浜さんは 1

分位は早かったと思います。 

今日はグリーンメイトのＳ級の皆さんが、サポートに回

っていただき、残念ながら市民ランナーのｴﾘｰﾄの走りのす

べてを体感できなかったのですが、高橋、平山、田川、後

口さんのすばらしい走りを実感でき 10 分前にｽﾀｰﾄした効

用を得た次第でした。そして 10 分遅れでスタートしたわ

れらの世代の星、今泉さんには給水地点で置いていかれま

した。大したものですね。住吉の横断では古木さんが警備

にあたっていただき、助かりました。今日は本当にいろん

な準備を事前にしてもらい、事故もなくみんなが歓走でき

たのもひとえにサポートされた皆様のおかげです。  
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そして、谷中カメラマンの沿道でのすばらしい写真の数々

が成功の大会に大いに花を添えて頂きました。からし菜の

黄色と紺碧の青空、そしてみんながいい走りをしている姿

がいいですね。（記：池田） 

 

氏名 グロスタイム 

＃10km 

岡田 全弘 0:41:20 

所  和男 0:50:38 

高濱 和壽 0:51:10 

宮部 久男 0:53:55 

渡辺 敏男 0:54:05 

肥田 格  0:54:15 

加藤 恵一 0:59:30 

 

＃ハーフマラソン 

高橋 輝行 1:21:10 

平山 淳一 1:22:33 

田川 亮一 1:26:23 

後口 洋史 1:26:49 

今泉 和海 1:36:25 

高野 信夫 1:38:30 

落合 幸男 1:44:30 

戸田 美明 1:50:09 

池田 重人 1:51:23 

北田 明生 1:57:42 

 

＃応援ラン 

越橋 満 （応援ラン） 

清水 縣二（応援ラン） 

堤 文子 （応援ラン） 

川崎 孝 （応援ラン、Harf 1:47:xx） 

川崎 利男（応援ラン、Harf 1:55:xx） 

藤沢 祐介（応援ラン、harf 2:11:31） 

鈴木 敏夫（応援バイク、撮影） 

 

宇梶 純良（エイドステーション） 

谷中 博史（走路管理、誘導、撮影） 

鈴木 信男（走路管理、誘導） 

古木 秀明（走路管理、誘導） 

岡内 真理（走路管理） 

 

■外秩父縦走 5/8 

皆さん、お疲れさまでした。フルコースは、谷戸さん、

田川さん、宇梶、ｚｏｆｆｙさん（宇梶友人）、だいぶさ

ん（宇梶友人）の５名で実施しました。谷戸さんの登りの

強さはさすがですね！今年の富士登山競争は去年にも増

して素晴らしい成績が期待できそうです。田川さんは、持

ち前の実力と若さで最後まで脚が衰えることなく、寄居駅

までたくましい走りでした。ｚｏｆｆｙさんは４月３０日

にウルトラ１１２㎞を走ったばかりなのに、粘り強く完走。

ウルトラランナーの強さを感じさせました。今回は仮装で

なく「仮の姿」だそうです。だいぶさんは、途中コース短

縮して、マイペースで二本木峠から無事下山したとの連絡

をいただきました。私ですが、試走をしたにも係わらず笠

山への登山道入り口を見逃してしまい、林道をそのまま５

００ｍ近く下ってしまい、大汗をかいて登り直し、やっと

のことでグループに追いつく始末。でもどうにか最後まで

田川さんにくらいつき寄居まで無事完走することができ

ました。改めて走り甲斐のある素晴らしいコースだと実感

しました。来年もより多くの会員の方、友人たちで盛り上

げていきましょう！ 

ところで、私と田川さんは寄居近くの山中で「カモシカ」

が林道を横切っていくのを目撃しました。寄居駅では今年

もＳＬを見ることができ、恒例の待合室での反省会？も盛

り上がり、ラン以外にも充実した１日でした。 

（記：宇梶） 

 

＃七峰フル（42km）コース参加者 

谷戸、宇梶、田川、外部参加 2 名（zoffy さん、だいぶさ

ん） 

＃二本木ハーフ（25km）コース 

池田、工藤、草島、谷中、鈴木敏、川崎利、岡内、外部参

加 3名（サイクルパンダさん、アキオさん、中山さん） 

 

■マスターズ陸上 5/15 

岡田 M45：5000m 19分 15秒 59 クラス 2位 

 

やっちゃいました、満を侍して望んだはずの大会で、大

凡走!!まさか 19分を切れないとは思いませんでした。タイ

ム的には、昨年の 7月のレベルかな? 3歩進んで 2歩下が

るどころか、私には進歩というものがありません。完走者
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8 人中 5 着と惨敗したものの、幸い年代別では、4 人しか

いなかったので 2位に入賞してしまいました。優勝した選

手に欲がなさそうなので、ずうずうしく全国レクスポ大会

に申し込んだ自分が、もしかすると選ばれるかも?なんち

ゃって別大ランナーの次は、なんちゃって埼玉代表だった

りして・・・。OB 駅伝では、リベンジというより罰走の

つもりで走ります。（記：岡田） 

 

■皇居 OBOG駅伝 5/22 

皇居ＯＢ駅伝！ 暑くて楽しい？一日でしたネ♪ 今

回の大会、流石に暑くて？ 記録（シーズンベスト）を更

新した方は、おられませんでした。次回、鳩山合同練習会

（駅伝）5kmコースで再挑戦しましょう～ 

 

＃気迫に圧倒されました＃ 

坂戸陸協のほうでお世話になっております鈴木寿です。

とても刺激になりました。選手の皆様から素晴らしいファ

イトを感じました。皆さんの走る姿から学ぶものは多く応

援に行ってよかったと思っています。そういう走り、チー

ム力を皆さんから見せて頂けたので。また機会があればカ

メラ持って(笑)応援に参加したいと思ってます。よろしく

お願いします。楽しかったです。（記：鈴木寿） 

 

Ａ 1:45:43 24位／104チーム 

落合  21：21 

川崎  21：48 

鈴木  21：29 

岡内  22：17 

古木  18：47 

 

Ｂ 1:47:47 28位／104チーム 

清水縣 22：22 

和田  22：31 

森脇  19：28 

高濱  23：19 

岡田  20：06 

 

Ｃ 1:48:43 32位／104チーム 

所   24：02 

四條  20：44 

戸田  22：32 

宇梶  20：22 

高野  21：02 

 

Ｄ 2:05:32 15位／30チーム 

（オープン参加） 

清水明 20：06 

池田  24：45 

加藤  28：48 

工藤  24：50 

渡辺  27：02 

 

他） 

福田健 16：01 

福田恵 19：26 

 

■いわて銀河ウルトラ 6/12 

100km 

高橋 8:43:08 

新井 10:43:51 

宇梶 11:19:23 

 

初の１００㎞でサブテンを目標としたが、６０㎞過ぎで

撃沈。後半はホノルルマラソン方式で走ったり、歩いたり

でどうにか 11 時間台で完走だけは果たし、ウルトラマン

の仲間入りをする。記録１１時間１９分２３秒 

やはり１００㎞は甘くなかった！  

前夜祭では新設の１００㎞駅伝参戦の「吉本ナショナル

チーム」のメンバー紹介もあり大盛況（宮川大介監督、大

平サブロー、宇野けんたろうなどが走る） 

「岩手銀河ウルトラマラソン」は前半５７．５㎞までで

標高差４５０ｍを登り、後半はゴールまで３００ｍ下って

いく（ゴールはスタートより１５０ｍ高い）というコース

設定。かなりのハードコースで、東北のウルトラランナー

の話によると 9月の秋田縦貫ウルトラマラソンより難易度

は高いそうだ。序盤小さなアップダウンを繰り返した後、

３６㎞地点手前から５７．５㎞までの約２２㎞で４００ｍ

登る「なめとこ銀河ライン」がポイントだ。特にラスト５

㎞で２００ｍ以上登るところが厳しい。 

序盤３０㎞は２時間４１分３０秒で設定より３分３０

秒速い。「なめとこ銀河ライン」入り口もほぼ同じペース

設定で通過。体調も良く体全体も楽だが、序盤の下りで少
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し脚を使ってしまったので予想よりやや足は重め。ポイン

トの「なめとこ銀河ライン」も終盤たしかにきつかったが、

５０㎞通過４時間４０分、５７．５㎞の最高標高地点もほ

ぼ設定タイム通り。足はかなりきつくはなってきたが、こ

こから次のレストステーションまで９㎞先まではほとん

ど下りなのでここで少し足を休めようと考えていた。とこ

ろが、下り坂に入ってすぐに大腿筋が重くなり全く足が動

かなくなってしまった。予想以上に登りで消耗してしまっ

た。６０㎞過ぎまではどうにか、下りペースで走っていっ

たが、６０㎞表示を過ぎたところでどうにもならなくなり、

撃沈。そこからは超スロージョグとウォーキングのペース

になってしまい、６５㎞過ぎたところで完全にサブテンは

諦める。その後は、ひたすら完走目標で６６．５㎞の一番

大きなレストステーションで３０分大休憩を取り、ストレ

ッチング、シューズ交換、食糧補給をして回復に努める。 

８６㎞のエイドまでは３～４㎞スロージョグで１㎞歩

くという繰り返し。最後まで歩いても制限時間（14時間）

には間にあうのはわかっていたが、大腿筋を完全に消耗し

てしまい、気温もどんどん上がっていく中、最後までゴー

ルにたどり着くことも不安を感じる。このへんが一番辛か

ったが、リタイアは一切考えないよう気持ちが折れないよ

うに頑張った。 

８６㎞手前のレストステーションで一休みした後、どう

いうわけか体が再び動き始め、そこから９６㎞地点まで約

１０㎞をキロ６分を少し超えるくらいのスピードで走り

続けることができた。残り４㎞でいったんペースを落とし

少し歩き、ラスト３㎞を走りきり、笑顔でゴールができた。

初めての経験で反省材料は盛りだくさん（ペース配分、食

糧補給等）３５㎞までの序盤下りで少し足を使ってしまい

ペースが速くなってしまったこと、「なめとこ銀河ライン」

ラスト 5㎞で頑張り過ぎたこと、６０㎞まで飲み物の他は

ジェル２種だけの補給だったが足りなかったのかもしれ

ない・・・・等々 

でも冷静に考えてみると、例え失敗が全くなかったとして

も脚がもったのはせいぜい８０㎞くらいまでで、このコー

スで今の自分ではサブテンは無理だっただろう。最大の課

題は、心肺機能の強さと大腿筋の弱さのアンバランスを克

服しなければならないことだろう。 

「岩手銀河ウルトラマラソン」は大自然に恵まれ、地元

の人たちの暖かい声援をたくさんいただき、自分にとって

は過酷でしたが素晴らしい大会でした。 

また、再度チャレンジします！（記：宇梶） 

 

■サロマ湖ウルトラ 6/26 

100km 

田川 11:46:23 

 

■鳩山合同練習会 6/19 

鳩山合同練習会参加の皆さま、お疲れさまでした。 

Ａチームは５位に入賞。上位４チームは皆、２０代ランナ

ー中心の構成ですので大善戦ですね。Ｉ眼科、Ｄクラブ以

外では最上位でした。他３チームの皆さんも暑い中、それ

ぞれがナイスランでした。お疲れさま！ 

小生はウルトラ１週間後で無理はできず、時計を見ずにキ

ロ４分３０秒２２分台程度の感覚で走りました。１㎞過ぎ

で一か所コース間違いで引き返す（誘導係の大声の叫び声

で気づく：１５秒程度のロス）記録係のおかうちさんによ

ると２１分少々。おかげさまで思ったより体は動いたよう

です。 

谷中さん、クニさんの奥様、大会のサポートありがとう

ございました。谷中さんのマイクアナウンスはさすがに板

についていましたね。クニさんの奥様も急きょ積極的に大

切な役割を買って出ていただき感謝です。清水さん、平山

さんのご家族の皆さま、「応援」ありがとうございます。 

マラソンや駅伝大会は、サポートスタッフや応援があって

こそ上手くいくものですね。私も最近は何回か自分で大会

参加したら、その後はサポート役をしなければと思ってい

ます。でも、応援したり大会サポートも結構楽しいもので

すよね！ （記：宇梶） 

 

WGMの皆さま、鳩山練習会、お疲れさまでした！ 

私は DREAM チームで 2 回出走の予定が(DREAM ﾁｰﾑは

全員一人 2回がノルマでした)・・1回目の出走で”黄金?!

のふくらはぎ”が軽く肉離れしてしまい、2回目は DNS。。

黄金のふくらはぎも、この巨体を支えきれなくなって

る・・(-_-;) ゆかりんは 1回目 20'56"、2回目 21'57"と安

定した走り。。おっそろしい弟子です。。来週のスイカマラ

ソン、スイカ一玉持ち帰り(入賞)は確実か? あけみねーさ

んは東京マラソンで頑張りすぎた反動かな。。無理しちゃ

ダメですよ～。久々にくにさん夫妻にもお会い出来てよか

った！ 

今週末は熊本に帰省し、7 月からは土日出勤となるため
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しばらく練習会には参加出来ませんが、木金の休みにしっ

かり走りこみたいと思います。。私事ですが、昨日の大会

で小 4の娘が水泳で全国大会の標準記録を突破しました。。

オヤジもなんなりと気合を入れて頑張らないといけませ

んね。（記：古木） 

 

チーム A 1:27:32 総合 5位 

－－－－－－ 

鈴木寿 16:28 

平山  17:03 

後口  16:35 

鈴木信 19:00 

佐藤邦 18:26 

 

チーム B 1:50:14 

－－－－－－ 

鈴木敏 21:06 

藤田 25:38 

池田 25:01 

高橋 18:51 

岡田 19:38 

 

チームＣ 1:50:47 

－－－－－－ 

戸田 23:03 

岡内 22:39 

小泉 24:17 

宇梶 21:00 

森脇 19:48 

 

チームＤ 1:42:27 

－－－－－－ 

高野 20:47 

＊邦 20:45 

内田 23:38 

＊寿 17:02 

今泉 20:15 

 

■北丹沢山岳耐久 7/3 

日本３大山岳耐久レースのひとつ、北丹沢 12 時間山岳耐

久レースに谷戸さん出場され、みごと完走されました。 

 

谷戸 8:41:14 60歳以上の部 16位（完走率 63%！） 

素晴らしい結果です♪ 

 

■夏合宿 7/3～4 

～合宿の披露と超回復効果～ 

越後湯沢で行われた若葉グリーンメイト夏季合宿（１泊

２日）に参加してきた。同地での合宿は、今年で７回目と

なる。コーチとしてはさしたることはできなかったが、例

によって、この季節にしては冷涼な気候の中でのランニン

グができ、大変充実した練習が行えたと思う。また、心配

された参加者数も１６名と、なんとか昨年のレベルをキー

プすることができた。そして、新たな参加者も２名おられ

た。準備に当たられた幹事さんにはこ心より御礼を申し上

げます。マラソン派は、２日間で合計で６０キロを越える

距離をきっちり走り込んだし、ファンラン派は、山登りを

含めてバリエーションのあるランニングができた。これか

らも、メニューのバリエーションを広げて、可能な限りの

全員参加型の合宿に育てていければと思っている。 

さて、私が参加したマラソン派の練習内容について。 

 

＜第１日＞ 

ＡＭ ジョグ約６キロ（大源太コースの下りのみ） 

ＰＭ 持久走約３２キロ（大源太コース。林道の周回コー

スを３周含む） 

＜第２日＞ 

早朝 ジョグ葯５キロ（あじさいコース） 

ＡＭ 持久走約１８キロ（土樽先の駐車場往復コース） 

 

両日とも、豊富な起伏を利用して、持久的なランニング

を行った。トレイルランほどの起伏ではないが、長時間に

わたっての上りと下りの繰り返しは相当な身体的ストレ

スを与える。たった２日間の練習ではあるが、マラソンで

大切なスタミナと高い心肺機能を養成するのに大いに貢

献するものと期待したい。また、そのように仕向けていか

なければいかけないだろう。合宿で集中的に走りこんだ後

の、身体的な疲労の蓄積は相当のものがある。私がかつて、

８０ＪＣの合宿に参加させていただいたときに、当会の指

導をされていた宇佐美彰朗さん（現在東海大学名誉教授）

の言葉が記憶に残っている。ハードなトレーニングが大切

な理由は、「疲労を取り除いた後にやってくる超回復効果
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が期待できることである」と。疲労が抜け切れずに蓄積さ

れていけば故障につながるし、休息を続けていけば自然に

超回復効果が生まれるわけではない、という趣旨のことを

「５０００ｍ×３」のロングインターバルを終了した後に、

疲労困憊ぎみの参加者を集めてそう話されたのだ。しっか

り走った後は、一定の休息を図りながら、次のシリアスな

練習時には、一層上のレベルで走れるようになる。そうい

う視点で練習に取り組むように、ということをおっしゃっ

たのだと理解している。 

若葉グリーンメイトの合宿を無事に終了したマラソン

派のメンバーは、この言葉の意味をよく噛み締める必要が

ある。疲労をうまく抜いて、更なる活力を生み出し、今秋

以降のレースに力を発揮してもらえればうれしい。 

（記：森脇 ★ブログ「夢のマラソン」より転載させてい

ただきました。） 

 

■富士登山競走 7/22 

第 64 回富士登山競走で谷戸さんが山頂コースを完走さ

れました。記録、4:29:18 （2年連続です！） 

 

第 64 回富士登山競争に参加してきました。台風の影響

で直前まで開催が危ぶまれていましたが、ホームページで

開催する方向で検討しているとのコメントを見て、前日に

現地入りしました。着いてみると富士吉田市の気温が 15

度前後とあまりの低さに唖然として、富士山頂上はどうな

っているか不安になった次第です。 

河口湖畔の宿で 1泊して、スタート地点の富士吉田市役

所に向かうと、長袖、タイツ姿の選手が多く見られました。

私は両方とも持ってきていなかったので、とりあえず半そ

でにアームウォーマーをして、ウインドブレーカーを持参

するかどうか迷っていたら、大会本部からの連絡で頂上は

快晴で無風であるとのコメントを聞き、気象条件に対する

不安が一蹴しました。むしろ富士登山競争始まって以来の

絶好のコンデションではないかと、真夏のレースなのにス

タート地点は肌寒く、まるで冬のレースのようであります。 

例年になく調子も良く自己ベストを確信したのです

が？ 馬返し 1時間 4分、5合目 2時間 7分、8合目関門

3 時間 51 分とレースは、まずまず予想どうりに進み、悪

くても去年並みの 4 時間 27 分代は間違いないだろうと楽

観していたのですが、ところが 9合目附近で、まさかまさ

かのエネルギー切れ、薄い空気の中で酸欠状態になって、

意識も朦朧としてきて立ち止まること数回、どんどん抜か

れていく、もしかして完走できないのかもと、一瞬悪夢が

脳裏をよぎる、もう残り時間は 5分を切っている、上を見

るとゴールはまだだいぶ先である。 

そのときである周りの選手からの ”ガンバレ””あき

らめるな”絶対完走するぞ！の大合唱が起き始めた、その

声に後押しされるように最後の気力を振り絞って 9合目の

岩場をよじ登り鳥居をくぐって、最後の階段を駆け上がり

なんとか時間内ギリギリでゴールできました。 

タイム 4時間 29分 18秒 過去 7戦して３勝３敗１引き分

けのタイに持ち込みました。宇梶さん、岡内さん８合目で

の応援ほんとうにありがとうございました。（記：谷戸） 

 

■奥武蔵ウルトラ 8/7 

平山 05:42:43 39歳以下の部：2位 

福田 06:03:28 40歳代の部：5位 

田川 07:51:07  

宇梶 08:49:02 

谷戸 10:23:04 

新井 10:29:56 

 

福田さん、高橋さん、平山さん、田川さん、谷戸さん、

新井さん、お疲れさまでした。５時間台、６時間台、７時

間台、８時間台、９時間台？、１０時間台とまさに全員力

を出し尽くしてこの過酷なコースに立ち向かいました。高

橋（てる）さんとは、途中会いましたが、あの体調ではリ

タイアの選択が絶対に賢明な判断です。来年また頑張りま

しょう！できれば、そろそろＷＧＭで(笑) 

福田さんの成績は、日頃の実力から予想できたものです

が、平山さんの総合４位（年代別２位はまさに快挙です。 

奥武蔵ＵＭは、参加資格だけを見ても１００㎞ウルトラマ

ラソン完走（それに準じる）ということになっており、過

酷なコース設定もあり、どの年代もウルトラの歴戦の強者

が揃っています。その中で、初出場で総合４位は驚くべき

成績です。若葉グリーンメイトのユニフォームを着て、こ

のような注目の大会での上位入賞、本当に嬉しい限りです。 

私は、ペース配分を失敗してしまい、折り返し前からた

いへん厳しいレースとなってしまいましたが、それでもど

うにか最低目標の８時間台は出すことができたので、ほっ

としています。今回はさすがに消耗が激しく、レース後１

時間は吐き気と疲れで立ち上がれないほどでした。この間、
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「来年はもう出ない」と朦朧と思っていましたが、家につ

いてビールを飲み始めたとたん、「来年はどうにか８時間

半以内で！」という気持ちに切り替わっていました。それ

から、来年はぜひ団体戦もチャレンジしたいですね。 

（記：宇梶） 

 

走り始めて３年半、自分にとって昨日はかつてない会心

のレースでした。震災以降、全てを奥武蔵ウルトラの為に

と、４月～７月でこれまでの１．５倍以上、約３０００㎞

の走り込み、補強で毎月エアロバイクを５００㎞。休日は

５０㎞走～８０㎞の超ロング走とグリーンラインに足を

運ぶこと約３０回。コースの熟知と強靭な脚を作り、怪我

無くレースを迎えられたことが５時間４２分の記録につ

ながったと思います。 

初ウルトラということもありペース配分だけはどのよ

うにするか悩みどころでしたが、鎌北湖まで福田さんと並

走し、以降は一人旅で落ちてくる人を拾いながら淡々と快

調に走り、フルの通過が３時間１０分。脚を温存しながら

総合５位で折り返し地点へ。前後３分程の差があったので

あとはこの順位をキープして無事にゴールへと思いまし

たが、高山で前の選手まで１分差と聞き、行ける所まで行

こうとスピードを上げユガテの坂で捉えて１つ順位をあ

げることができました。やはり走った距離は裏切らないと

いうか最後まで脚が生きていたのはロング走に何度も取

り組んだことが成果につながったと思います。 

とりあえず目標とす

る大会で結果を残せた

ので次は秋口以降のフ

ルマラソンということ

になりますが、さすがに

睡眠時間を削りに削っ

て時間を捻出してきた

この４カ月の生活を継続していくことは不可能で、間違い

なく故障しますし、おまけに家族にも迷惑をかけますので、

今月からは余裕を残しながら限られた時間で最大限のト

レーニングが出来るよう生活を切り替えていきたいと思

います。が、走行距離を増やして結果が出てしまうとそれ

以降、距離を落としていくことが不安でなかなか切り替え

られないと何人もの方に言われてしまい、実際に出来るか

心配なんですが・・（記：平山） 

 

出走された皆様本当にお疲れ様でした。とりあえずなん

とか無事にゴールだけはしました。控えめに立てたはずだ

った９時間台のゴール予想を、なんと大幅に超過する１０

時間台でメロメロになってゴールしました。 

スタート直後のあまりの暑さに体力を使い切ってしま

い、３０Ｋ手前からは得意であるはずの登りはゴールまで

すべて歩きとおしました。これでは完走とは言えないです

ね？ おまけにエイドに立ち寄るたびに冷たい飲み物、果

物を食べ過ぎて腹を壊してしまい、下痢状態で走っていま

した（笑） 

雲行きが怪しくなって、雨が降り始めた時は鎌北湖に向

かって急坂を下りかける直前、ゴール手前５Ｋだったと思

います。間髪をいれず局地的豪雨になって、頭上では稲妻

の閃光がヒラ閃き、台風以上の雨風が体に打ちつけ、足元

は大洪水で滝のような雨が地面を流れていく中を、おまけ

に暗くなって足元も回

りも良く見えない中を、

とにかくゴールだけを

目指して必死に走りま

した。この時のラップ

がレースを通して一番

早かったと思います（笑） キロ５分を切って４分台だっ

たと思う！ 想像以上の過酷なレースではありましたが、

それなりに十分に楽しめました。充実したエイド、目を楽

しませてくれた仮装のランナー、名物の水着ギャル、マス

コットガールなどなど 大会運営に携わった方々に感謝し

たいです。（記：谷戸） 

 

遅くなりましたが奥武蔵ウルトラを走られた宇梶さん、

福田さん、平山さん、田川さん、谷戸さん、新井さん、お

疲れ様でした。そして応援、写真、そして給水サポートし

て頂いた岡内さん、ありがとうございました。 

私は皆さんの前述の通り行きの高山 34Km までで今年

は終了しました。湿度が高くてスタート前から汗がじわじ

わ出て熱中症による脱水症状に陥り、登りで貯金を稼ぐは

ずが力が入らず全然登れませんでした。いわて銀河

100Km で走った時に右足人差し指が親指より長いために

シューズに繰り返し当たるうちに血豆が出来て爪も死ん

で発熱が出たりして２週間位走れず、疲労が思うように抜

けない中で単発で 40Km走を行うことはありましたが、月

間(年間)を通しての走り込みが不足していたのが響きまし
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た。 

走り終わった時は今回の結果を踏まえてもうウルトラ

はやめよう、と思いましたが早めに止めたことで上位のゴ

ールも見ているうちに悔しさも込み上げて来ました。（悔

しいと思えるうちはまだ伸びる余地はアリかな？） 

今回の悔しさを来年まで忘れずにもう一度鍛え直して、

しっかり走れるようにしたいです。（記：高橋） 

 

■ニューカーレドニア国際マラソン 8/21 

今年還暦を迎えた記念にと、夏期休暇を利用して 8月 21

日ニューカレドニア国際マラソンを走ってきました。フラ

ンス領ニューカレドニアは、成田から直行便があり 9時間

（時差は＋2時間）。18日の朝に到着し、22日の夜に帰っ

てきました。29回を迎える国際大会というので、どんな大

会かと出かけたのですが、フル 156 人、ハーフ 303 人、

10キロと 5キロのファン

ランも含めて数百人のロ

ーカルな大会でした。その

うちフルは、半分近くが日

本人でしょうか。コースは

変則周回コースでアップ

ダウン 2カ所を 2往復もするというもの。日本で見た大会

案内には、「海岸沿いのフラットで走りやすいコース」と

書いてあったのですが、ボクにとってはとんでもありませ

んでした。気候は冬で････といっても最低気温は 20 度を

超え、晴れれば海で泳げます。（欧米の観光客は雨の中で

も泳いでいましたが） 

結果ですが････7月月間 250キロを越えて臨んだのに、、、

天候も曇りで好条件だったのに、、、 

ニューカレドニアが第２次大戦中の米軍側の日本への反

撃拠点となり、日本軍が攻撃しようとして出来なかった史

実があるのですが････同じように惨敗しました。ずっとジ

ョギングをしていた感じ。で、4時間 21分 41秒。 

前半 1 時間 55 分で後半 2 時間 27 分。後半にがくっとき

て････歩きはしなかったのですがトボトボでした。 

で、走り終えて、もう走れないと思ったのに、しばらくす

ると何故かまだ走れるような。後遺症もありませんでした。

なんだったんでしょう。お恥ずかしい記録ですが、まぁ、

自分の実力がこの程度と納得するとともに、1 年半ぶりに

フルを楽しんで、苦しんできました。この経験が秋のシー

ズンに活かせるかどうか････(T_T) （記：鈴木敏） 

 

■全日本マスターズ 8/26～28 

埼玉マスターズのＭ４０クラス代表選手として本年度

の全日本マスターズ陸上選手権大会（和歌山）に参加され

ました後口さんから、大会報告がありました。な、ナント！ 

金２、銀２です♪  

 

8月 26日 3000mSC  10'22"75 優勝 

8月 28日 5000m   16'20"48 優勝 

8月 27日 1500m    4'18"71 準優勝 

8月 27日  800m     2'05"69 準優勝 

 

■雁坂峠越え秩父往還 143km 9/18～19 

新井 23:33:42  

初参加にして見事完走です！！ 

 

若葉グリーンメイトの皆さんこんにちは 

7 月に入会をさせて頂きました、新井と申します、よろし

くお願いいたします。1958 年（昭和 33 年）早生まれで

53歳、生まれも育ちも入間郡三芳町です。50歳の 6月か

ら走り始めて 3年と少しになりました。 

走り始めるきっかけは会社の同僚が長野マラソンを走

ったこと。次の年の長野に出ると宣言をしそれを目標に練

習を始めました。昨年の 6月からはメインレースをウルト

ラマラソンにシフトしました。JOGNOTEで宇梶さんと知

り合い、フォーラムや練習会に何度か参加をさせて頂きま

した。何故かここの BBS（WGM掲示板）では既に名指し

でド M扱いをされておりますが、私に言わせれば 100km

より 42km の方が辛く感じます、100km はただ長い時間

走ってるだけです。エイドで休息しながら走る 100km よ

りも、フルを一気に駆け抜けるほうがよっぽど疲れます。

まあ、100km を 6 時間台で走れば別でしょうけども、そ

んな走力はありませんから(笑) 

さてさてせっかくですので、9月 18日（日）～19日（祝）

に「雁坂峠越え秩父往還 143km 走」を走ってきましたの

で、完走記を投稿させて頂きます。 

 

現地には前日入りして、開会式に出席、駅前のビジネス

ホテルへ宿泊しました。当日は 6:00 に甲府駅北口をスタ

ートです。 

CP1までの 33.3kmはゆるい登りです、体力を温存する
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ため時折歩きを交えつつ走ります。まだまだ序盤ですので

無理はしません。CP1から CP2までは 9km、最大の難関、

雁坂峠の登りになります。序盤はロードですが急な登りに

なり途中からガレ場や沢を渡りもあるトレイル区間にな

ります。実は私、トレイルが大の苦手です、この雁坂でほ

ぼ登りの足を使いきってしまいました。CP2は頂上をちょ

っと越えた雁坂小屋です、山の上ですが飲み物・食べ物が

充実しています。CP2から CP3までの 10kmはほぼ下り

のトレイルです、ロード用シューズでしたので下りでは滑

りまくりです、おっかなびっくり走っているので余計に滑

ります、5～6回は転んだでしょうか。 

幸いにも土の上ですのでそれほどのダメージはありま

せん。トレイル用シューズに履き返ればいいのですが、荷

物を自力で運ばなければいけないのでロード用シューズ

のままでトレイル区間も走っています。雁坂峠を下りきる

と 30 度を超える真夏日の中を走ります。ワイディングロ

ードをしばらく行くと CP3 です、ここの名物は「カレー

ライス」です。しばらく休憩します、ここまでの約 50km

で既に体力の 8割を使い切ってしまいました。 

実は 7月より故障が続いており、9月になってようやく

走り込みが出来るようになったのですが、2 週間程度の付

け焼刃では本来の体力まで回復することは到底出来ませ

んでした。実は 8月の奥武蔵は故障の真っ只中、だましだ

まし走ってどうにか完走をしました。 

失礼！ 紙面の都合より中略・・ ^^; 

CP6～CP8までの 25.3kmは、ちょっと先の正丸峠から

は下り基調になりますここから先は、有名な心霊スポット

です、みんな編隊を組んで走りますが私は霊とかにあまり

興味が無いので一人で進みます・・・何もありませんでし

たよ(笑) 

そんなことよりも下りでも時折歩いてしまうほど疲れき

っていますここからは 200歩走って 50歩歩くを繰り返し

ます、上りでは完全に歩きます。疲れと気の緩みからか、

吾野のバイパスでは見事に転びました、スライディングで

す。雁坂の土とは違いアスファルトですので右半身に擦り

傷と打撲、今でもかさぶた状態です。 

CP8は高麗駅手前の久保交差点です、ここが最後のエイ

ドです。ここの名物は「とろろイクラ丼」です、ゆっくり

休んでから出発します。久保交差点を左折すると県道 15

号線です、ゴールの川越湯遊ランドまでは 18.4km先です 

ほぼ下りのはずなのですが、疲れがピークに達し前方が登

り坂に見えてきます。 

高萩ではまた転びました、何につまずいたのかさえもわ

かりません。もう麻痺しているのか痛みもあまり感じませ

ん。暗闇と寝不足のためか、笠幡から的場に掛けては前後

にランナーも居なくなり何故かミスコースをしたのでは

ないかと不安になります、幻覚でしょうか。 

入間川を渡る頃には、白々と夜が明けはじめます、明る

くなれば不安も消えます。川越線と東上線の陸橋を超える

とあと 1km でゴールです。あんなに走れなかったのに、

あと 1kmになると何故か走れるようになります。 

市内に入りスタッフの誘導があり湯遊ランドの駐車場で

ゴールテープを切りました。23 時間 33 分 42 秒の長い長

い旅が終わりました。 

湯遊ランドの控え室ではランナーが大勢寝ています。私

はといえば、寝てしまうと体が硬くなってしまい帰れなく

なってしまいますのでお風呂に入ってそのまま帰宅しま

した、途中のコンビニで買ったビールを呑みつつ・・・ 

ここまで書いていて思いました、う～ん、やっぱり少し

Mっ気があるのかな(笑)  （記：新井） 

 

■秋季マラニック 9/25 

秋季マラニック、お天気に恵まれて、気持ちよい一日だっ

たですね♪ アルバム、出来ました。 

（http://wakaba-green-mate.cocolog-nifty.com/photos/20

11/index.html） 

 

■埼玉実業団記録会 10/1 

5000m 

福田正 16:49.10 

高橋  17:08.50 

佐藤  17:33.90 

岡田  19:12.12 

宇梶  20:10.03 

鈴木寿 16:19.46 

後口  15:59.69 
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福田  15:27.75 

10000m 

鈴木寿 33:50.92 

 

■小鹿野ロードレース 10/16 

 

10km 

高橋 36:57 9位 

ハーフ 

岡内 1:38:20 

 

開会式にて来賓（審判長？）の青葉先生からご挨拶と激

励の言葉がありました。先生は秩父のご出身ということも

あり毎年参加されているようです。今年はちょっぴり辛

口？それでいてとても心に沁みる応援のメッセージを投

げかけてくださり開会式は無事終了です。青葉先生、毎年

ＷＧＭの忘年会にご参加くださっていますが、ＷＧＭ新参

者の私はいつも末席

からお姿を拝見する

のみでした。よっ

て？この日はチーム

カラーの若葉色のＷ

ＧＭのユニフォーム

を前面に打ち出しな

がら（高橋さんにも

ご同行いただいて）ご挨拶に伺いました。^^; 

レースのほうは、だらだらの上り坂と照りつける太陽に

よってスタミナの消耗が酷く、まわりの景色は良いのです

が、走っても走っても折り返し地点（コース最高地点）が

見えてきません。ポラールの心拍グラフ（高度、速度）で

は 16km地点の激坂の様子がはっきり出ています。ここで

は見事 6分ペースに・・苦笑） 

結果、1時間 38分 20秒、目標の 1:40をクリアしました！

久々の自己ベスト更新でした！  

コースのアップダウンがかなり厳しかったので心肺機

能的にはツライものがありましたが、ゴール後の脚の筋疲

労度が小さい？「足が残っている」ことを実感しました。

秋のフルマラソンにむけての朗報です。（記：岡内） 

 

ダラダラ続くアップダウンと暑さはありましたがスタ

ートから足が重く 36分 57秒かかりましたが種目別では 9

位に入りました。平地よりプラス１～２分はかかっている

と思います。周りは高校生ばかりで入賞ラインの 8位とは

18秒と思ったほど離れてなかったので残念でした。大阪マ

ラソンでは、福岡国際マラソンに弾みのつく走りをしたい

です。（記：高橋） 

 

■日本山岳耐久マラソン 10/22～23 

岩堀さんが、見事！ハセツネを（５年連続で！）完走さ

れました。悪天候をものともせず！！ 

完走、おめでとう御座います＆お疲れ様でした♪ 

記録 19:39:38 

 

■秋合宿 10/22～23 

初日の午前中のみ、ちょっぴり？強めの雨となりました。

大クスの木を訪ねた頃には、今年もまた？日高アリーナの

グルグルを覚悟しましたが、午後のメイン練習頃には最適

の天候（ほどよいお湿り？）になり、結果オーライ♪ 

でしたネ。午後練習には、午前中からの宇梶さん、谷戸さ

ん、所さん、岡内に加え、宇梶さん（と私）の Jognoteマ

イリンクの走友であるタキさん、そして寺西さんと岡田さ

んが合流されました。また周回途中から谷中さん、森脇コ

ーチが合流でした。 

２日目は、絶好の秋晴れ清々しい朝となりました。 

メニューのとおり１０、８㎞を基本コースとして１周目は

全員で景色を楽しみながら楽しくＬＳＤ。２周目以後は体

調に合わせて、それぞれのペース、コース設定で走りまし

た。１１名の少数精鋭でしたが、一番の収穫は久しぶりに

寺西さんが戻ってきてくれたことでしょうか。今後、練習

会も参加ということなので早く健脚復活が見たいもので

す。（記：宇梶） 

 

■高島平ロードレース 10/23 

福田さんご夫妻！ 

ケンさん、今年も 10km40歳代の部で優勝、連覇記録を更

新されました。5年？6年？ 

記録 0:32:46  これは、2位が 35分台なので、圧倒的

と言っていいでしょう＠＠／ 

エミコさん、今年は 20kmの部、一般女子で 9位！ 

記録 1:20:32  ハーフマラソンだったら 1時間 25分を

切るタイムです。この秋のサブスリー達成が見えてきまし

たね♪ 
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■しまだ大井川マラソン 10/30 

平山 2:36:48 総合 10位 

 

やりました！自己ベストを 7 分更新。グロス 2 時間 36

分 48秒で総合 10位入賞のオマケ付き。脚が重く序盤は不

安な状況のままハーフを 30位前後の 1時間 18分 18秒で

通過。心肺はかなり余裕があるものの脚は重いまま。かと

いってスピードはそのまま落ちず坦々と進み、30km以降

は前の方々がどかどかと失速してきて気付いたらいつの

間にか 10 位迄順位を上げていました。失速しなかったの

は間違いなく奥武蔵ウルトラに向けた走り込みの成果だ

ったと思います。 

2週間後は味の素スタジアムの 6時間耐久。さらに 2週

間後はつくばが控えてますが上手く調整して、満足のいく

結果を残したいと思います。（記：平山） 

 

■大阪マラソン 10/30 

高橋 2:53:41 

 

平山さん、しまだ大井川マラソンお疲れ様でした。自己

ベストおめでとうございます。私も大阪を走って来ました。

結果は 2:53:41 の大凡走で愕然としました。15Km まで

5Km を 18:30 切る程度に押さえて入ったのですが 30Km

過ぎで足が固まり残り 10Kmは jogがやっとでした。走り

込みの最中、今週は立て込み仕事が入ったりでほとんど走

れず、前日受付の歩き疲れ等あったもののここまで掛かる

かるとはガックリです。福岡に繋がる走りを…と思いまし

たがそれまでに立て直して関門を突破出来るか不安が残

りました。（記：高橋） 

 

======================================== 

■■ 訃  報 ■■ 

ＷＧＭ創設時よりのメンバーとしてご一緒に活動してこられま

した成田様が 10月 1日にご逝去されました。ご遺族様の希望で

家族葬とのことでしたが、生前親交の深いＷＧＭ会員も多数参列

することを許されました。成田様のご冥福と残されましたご家族

の皆様のご平安をお祈り申し上げます。 

 

突然のことでした。難病に侵されていることは承知して

いても、この夏には一緒に鳥取の大山に登り、未だ見ぬ九

州・四国を回遊したいといっていた君がこの 10 月 1 日に

突然、逝かれるとは。6月末に、7月 11日に腰の手術を受

けるので旅行

には行けそう

にないという

断りのメール

を受けながら。

何故、この夏

にあの八日市

場の思い出の

君の別宅（末事ながら私が設計し、落合君提供の檜の大黒

柱が屹立する君の第 3の故郷の家）に落合君共々会いに行

かなかったのか、悔やまれてなりません。 

君との出会いは何時だったのか？それは第一回の坂戸毎

日マラソン（1980 年）か、事実上その後の WGM 発足の

時（1984 年）か？いや違う、何かもっと昔から、それこ

そ君が秋田に、落合君は熊本に、私は横浜いた頃から．．．、 

当時は歴史に残る集団就職の時代です。それから 20 年後

に初体面した我々に言葉の障壁（秋田・熊本・いい加減な

横浜弁）はありませんでした。 

 我が住宅の半地下には、その頃から梁山泊というか、不

良中年、今では不良熟年、はたまた老年か。そこでは恒例

の新年会・春の農業菜・夏の山行の作戦会・秋の収穫祭・

＋必要に応じた飲み会（晴天では畑・雨では此処）が有り

ました。この 30 年近く、ＷＧＭのの歩みと同じくそこで

語られていたのは、自らの来し方行く末の事ごと。そこに

成田君お得意の「君ね－、それは違うよ」と天下国家を語

る硬派の君がなつかしい。こんな事を言われた彼方、思い

当たりますよね。そんな中、最も矢面にされたのは、関谷

君でした、何故かというとそれは、単に彼の職業が公務員

だっただけです。 

東北人は戦前から、何時も日本の調整弁でした。江戸時

代・明治維新・第二次世界大戦と続き、上野駅が迎えた戦

後の集団就職（覚えているでしょう、あの「三丁目の夕日」）。

そして今回の東日本大震災に加えて福島第一原発事故。 

でも、関谷君にしてみれば、これは大変な迷惑、何故って、

彼は福島の隣の栃木の出身、それこそ福島原発至近の被害

地、関東とは言っても東北の色も濃厚な地。つまり、彼が

攻撃していたのは、このいい加減な日本国の体制、言はば、

生まれ故郷（秋田）からの反骨精神の表れだったのではな

いでしょうか。 
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こんな事ばかりいっていては、君のもう一方の、輝かし

いアスリ－トの世界をないがしろにしているような気も

します。何故って、我々皆が付き合って来たのは、この

WGMの世界（何歳に成っても、俺が勝った・おまえはダ

メだ・今度は負けねえぞ）。その千代田公園では君は何時

も先頭をきって走っていました。君は、生国では 400mの

トップアスリ－ト？と聞いています。東京では？でも長い

距離は苦手だった様です。いやそうでは有りません。アル

バムを紐解いてみれば、君は他の仲間と同じく、マラソン

の先駆者である所さん（牛に引かれて善光寺ではありませ

んが）に引かれ、最初から河口湖マラソン（1986 年第 11

回－43 歳）に挑戦しています。それも 4 時間を大きく切

って。だけど、君について言えば、あの劇的なアンデルセ

ン状態はこの時だったのか、それとも次の年だったのか？

いやそんな事はどうでもよい。その日、WGMメンバ－の

殆どがゴ－ルし、ヤツは如何したんだ？という時に君はひ

ょっこり帰ってきた。それも全身血まみれになって。何度

も倒れ、それでも起き上がってゴ－ルを目指した君、どう

してゴールしたか記憶に無いという。これが君の、陸上に

対する心意気。何が何でもゴールに向うそのアスリ－ト魂。 

此の頃、機関紙の｢メイトの横顔｣の君の紹介で、今後、

10 年間はいい汗をかき、出来れば海外のレ－スにも参加

（出場ではなく）と語

っていましたが、ここ

に来て、世界のボスト

ン・バンク－バ－マラ

ソンと立て続けに参

加し、この世界でも、

充分な足跡を残しま

した。 

それと、もう一つ、走るだけではなく、随分山にも登り

ましたね。近隣の低山はともかく、最初のアタックは南ア

ルプスは北岳（富士山に次ぐ日本第二の高峰）でした。そ

れも、裏側から登る、セミプロのルート。河原に張ったテ

ントの前で、私が造る夕飯を待つ君はスプ－ンを鳴らして

年甲斐も無く可愛かった。テント撤収に、寝袋も畳めない

君、いやパ－ティに不本意ながら叱る私に、一生懸命にや

ろうとしていた君達はやはり（走ることと同じに）輝いて

いた。その後に踏破した北岳山頂上は至福の場。君は覚え

ているか、皆が食った昼食は単なるカップヌ－ドル。その

美味かった事。これを機に我々は山に傾いていきましたね。

穂高・越後三山等たて続けに厳しい山を登ってきました。 

それが、一時期の停滞から２００７・８年と東北にシフト

して行きましたね。その後の二年間の山行は山だけでは無

く、歴史の街を加えた東北探訪の大人の旅。これは、私の

気持ちでもありましたが、今思えば、正に君へのレクイエ

ムだったような気がします。先ずは、藤原 3代の桃源郷観

光（その後世界遺産になりましたね）と栗駒山・焼石岳登

山（その後栗駒周辺に地震がありました）そしておまけの

あの小沢の故郷探訪。翌年は奥の細道の石山寺から、月

山・鳥海山登山・江戸時代の繁栄の港酒田と山盛りの海鮮

丼、加えて藤沢周平の鶴岡と。私にもこんな楽しい２年間

の旅はありませんでした。 

2009 年夏に、あろうことか WGM の夏合宿で背中の痛

みを訴えられ、寄る年波の体力の事もあり剣岳をやってお

こうと計画していた矢先、この年の山行は中止となりまし

た。あれから３年、君のいない山はやっていません。闘病

むなしく今 2011年 10月、亡くなる一月程前に私も一緒に

行きたかった、故郷の白神山地を訪ずれたそうですね、そ

して時を急ぐように君は逝かれました。それは何故なのか、

東北その秋田の二つ井から生まれた君が・・・・。 

やっと解るような気がします。 

このいい加減に成り下がってしまった日本とかけがえ

の無い地球・故郷に対する死をかけての君の抗議だったの

ではないでしょうか。上っ面の｢頑張ろう日本｣では無く。                  

 

君の生涯の友の一人、清水縣二 
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