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会報 No.76 発行日：2012-05-13  発行者：事務局 大津 弘士 

★深水会長からの挨拶   

“追い風の恩恵” 

走っている時の向かい風は、雨より辛いですね。それに比べ、フォローの風（追い風）には助けられます。しか

し、ソフトに吹く追い風には気付かないことが多い。追い風は、自然に吹く風ばかりではない。家族や仲間の支

え、そしてボランティアや医師の支えなどは、心強い追い風ですよね。これらは、風の体感がないのでなかなか

気付きにくいが、いつも確実に吹いています。また、ランの時だけ追い風の恩恵を受けている訳ではない。仕事

の時も、趣味などの時も追い風の恩恵を受けています。お陰で、我々は走りに、仕事に、遊びに邁進できるので

す。追い風に、感謝・・・。 

 

★事務局からのお知らせ 

暑い季節がやってきました。ちょうど気温の変わり目が激しい季節であり、私も橘湾が終わったあと少々風邪気

味です。みなさん体調に気を付けて練習や大会に臨んでください。6 月は阿蘇カルデラ、サロマウルトラと続き

ます。出場される方はベストを尽くして頑張ってください!尚、阿蘇の 72km地点での私設エイド“奥田亭”にて、

今年は前田さんと大津がサポートに向かう予定です。 

 

★練習会「九六位山岳５０」のご案内 

ご連絡遅くなりまして申し訳ございません！春の練習会「九六位山岳５０」を行います。新緑の中、九六位

山を思いっきり走ってみませんか？お知り合いや友達を誘って是非ご参加ください！ 

＜九六位山岳５０練習会要領＞ 

１、日時：５月２０日（日）朝７時スタート 小雨決行！  

２、集合・解散：６時４５分「希感舎」駐車場集合 １５時解散予定。  

３、会費：１,５００円/人 給水・給食・ガソリン代などサポート費用に充当。当日徴収。 

４、距離：約５０キロ 

５、コース：１９７バイパスを坂ノ市方面へ、御所峠から九六位山系の林道を戸次に向かって縦走し、 

けやき台横の林道から戸次へ抜け、船本大橋を渡る大野川河川敷を通り「希感舎」へ戻る。  

６、参加申込：メンバーはグループリーダーへお申し込みください。 

 各リーダーは、集約後、竹内リーダーまで連絡を。 

Mail: taketora-0527@ezweb.ne.jp   TEL: 090-8662-2880 

７、クラブ外の方も大歓迎！！是非お誘いください！ 

 

★新人紹介 

５月に新たに１名入会されました。御手洗 詳子さん(５５)です。昨年初めてフルマラソンを完走しました。

みなさん今後ともよろしくお願いします。新人アンケートも同封していますので、是非ご覧ください。 

「はじめまして。この度入会しました御手洗です。 

入会前に何度か練習会に参加させてもらいました。その時、深水会長やメンバーの皆さんが楽しく走って

いるのがとても印象的でした。私も皆さんのように楽しく走りながら、ゆっくり焦らず息の長いランナー

を目指します。これからもどうぞ宜しくお願い致します。」 

mailto:taketora-0527@ezweb.ne.jp
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★活動報告 

■4/15 3時間練習会  

大分スポーツパーク公園で総勢１７名参加となり、快晴の中気持ち良

く走れました。終わったあとは希感舎でＢＢＱ。意外と量があり食べ

きれないほど．．（なんとか食べましたが）。あっと言う間に時間が過ぎ、

とてもよかったです！参加されたみなさん、お疲れさまでした！  

（報告者：大津） 

★大会結果報告 みなさんお疲れさまでした！ (^o^)／~ 

■3/25 三重町さくらロードレース大会にクラブから多数の方が出

場されました。 

「クラブからは、伊勢谷さん藤田さん佐藤さん岡野さん藤崎さんと私の６名が１０キロ の部に出場、結果

は全員完走、藤田さん藤崎さんがクラス別で見事３位に入賞しました。天気は晴れ、気温が少し低く風も

ありましたが、ランナーにとっては絶好の条件では なかったかと思います。レース後抽選会があり、佐藤

さんが豊後牛をゲット、その他の方は残念賞のサツマイモでした。地元と言う事で伊東さんが沿道から応

援、レース後差し入れを頂きました。又、開会式では恒例の花火がドドンと（これは岡野さんのお仕事だ

そうです）私個人としては、４０分を切る事が目標、でなんとかクリアー、次週の臼杵に向けて いい弾み

になりました。出場された皆様、お疲れ様でした。」 （報告者：柴山） 

 

■4/1臼杵さくらマラソン大会にクラブから多数の方が出場されました。 

「臼杵市さくらマラソン大会に出場しました。クラブからは、７名の方が参加、晴天に恵まれ、全員完走しまし

た。 私自身は２週続けての大会、先週の記録更新と 38 分台を目標に 頑張りました。走り易いコースで目標ク

リアかと思いきや、やはり力なくベストは更新したものの、38分台には及びませんでした。 桜があちこちで咲

き始め、海岸線を走る絶好のロケーション、最後まで 楽しく走る事が出来ました。」 （報告者：柴山） 

 

■4/15長野マラソン大会にクラブから岡野さんが出場されました。 

「いやぁ、はるばる長野まで行ってきました。前日は雨でしたが当日は

回復して快晴(ちょっと暑すぎるぐらいで日焼けしました)で、遠くの

山々に残雪を望み善光寺のおひざ元をひた走りました。スタート直後か

ら気温がぐんぐん上がった為、こまめな給水に心がける。5ｋｍ手前で

あの『福田六花』さんと並走することになり、別大マラソンで競技場入

り口で抜き去られた事、東京マラソンで医療スタッフ姿を見かけた等々

会話しながら㌔ 4 分 30 秒ペースをキープ、15ｋｍ手前でトイレロスし

た為再び追いかける展開に…。30ｋｍ手前で抜き去り猛追されるもなん

とかかわして別大のリベンジを果たしました。タイムは私が 3:09:35 六

花さんが 3:09:52 わずか 17秒の差でした。ありがとう六花さん…おかげでねばれました」 （報告者：岡野） 

 

■4/22佐伯番匠健康マラソン大会にクラブから多数出場されました。 

「天気予報は暴風雨でしたが、会場は小雨で時折雨足が強くなる程度、クラブからも沢山の方が参加、雨ニモマ

ケズ風ニモマケズ走って来ました。ここ一週間は足が重く練習らしい練習もしておらず、目標の自己ベスト・目

標タイム１時間２５分はまず無理かなとかなり弱気の中１０時にスタート。（スタート直後、上野さんのお応援

にビックリしました。）雨は降っていたが暑くもなく寒くもなくまずまずの気象条件、走り出すとなんとか行け

そうな気がしてきました。ところが番匠川を河口付近まで行くとかなりの風が、じっと耐えて折り返しなんとか

ペースを落とさずゴール。自己ベスト更新で年代別４位、２５分は切れなかったが満足行く結果でした。クラブ

の方も全員完走した様で、折り返してのすれ違いの時に声をかけて貰ったのが力になりました。会長は年代別１

位、藤田さんは３位でした。出場された方々、応援頂きました方々、大会スタッフの方々大変お疲れ様でした。」

（報告者：柴山） 
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■4/22とくしまマラソン大会に豊田さんが出場され見事ゴールしました。 

「4月 22日（日） とくしまマラソンに出場して来ました。天候は、台風並の

暴風雨で 42.195km ずっと続き。気温スタート時、気温 11 度風速 5m/s レー

ス中風速 10m/s以上はあったでしょう。瞬間最大 23m/s。追い風あり。向かい

風あり。大雨とダブルで、体感は 5度以下でしょう。毎年、吉野川沿いを走る

そよ風が気持ちいい、高低差のないコースで走りやすいと。人気のある大会で

す。こんな天気には勝てませんね。ふくらはぎの筋肉が硬直してしまい、足が

動かなくなり。25km 地点で生涯初めて、リタイアを考えました。リタイアの

記録は残したくないと思い。ここからがねばりでした。徐々ではあるが走りだ

して、なんとかゴールしました。今回は、あまく見てました。防寒対策が必要、

天候にあった走り方があるんだなと。いい練習になりました。遠方の県外者が

多く、中止にしなかったようです。4時間 10分の自己最遅の記録でした。100kmの阿蘇カルデラ。大丈夫かな？

不安です。次回。より練習を積んで望みたいと思います。」（報告者：豊田） 

 

 

■5/2～4萩往還ウルトラマラニックにクラブから柴山さん、上野さんが出場され見事完踏しました。 

「萩往還マラニックに２５０キロの部に出場、制限時間内になんとかゴー

ルすることが出来ました。その他クラブから８０キロの部に上野さんが出

場、見事に完走しました。７時に家を出て１２時に山口駅へ到着、駅横の

うどん屋で昼食し徒歩で会場へ向い受付を行う。そして自分なりに完踏の

願いを込めて記念Ｔシャツを購入する。教育会館で１３時から経験者によ

る完踏セミナー、１５時から説明会あり、興味深く参考になる話を聞く事

が出来た。雨・股ずれ・寒さ・睡魔対策、そしてメンタル面、誰もがやめ

る理由を探しながらはしる様になると言った etc．．．未経験の私にはなん

ともテンションが下がることばかり、そして頑張りましょうの一言。着替

えを済ませ３０分前にスタートポディションへ、ウェーブスタート１組目

を狙ったが既に大勢の人で３組目となる。強めの雨も降っていたがスタート時間になると上がり、１８時にスタ

ート、不安一杯な私は黙々とキロ８分～９分ほどのペースで進みました。日が暮れ街を離れ郊外へ、霧雨が降り

始める３０キロを過ぎたあたりから雨粒が大きくなり風雨となり気温も下がる。レインコートのおかげで上半身

は濡れずに済んだが風雨で下半身はびしょ濡れとなる。エイドではあまり休憩せず黙々と走る。しかし、１日目

であるが激しい睡魔に襲われ前の人の明かりが別世界のもの幻想に見え始める。夜が明けると少し安心からか睡

魔もなくなりそして雨も小降りへ。唯、激しい疲労感と股ズレそして喉の渇き、腹筋が痛み出したので脱水症状

に注意する事を心がける。１日目の荷物置き場油谷中学で上半身を着替えスタート、しかし、後で気がついたが

食事の箇所を見逃しスルー、その為次のエイド迄かなりの空腹に見舞われる事になる。そして自然とランナーの

方々と会話が増えて来る様になる。この時点での順位は２００番目あたり、しかし、あくまでも目標は完踏、焦

らずに前に進む。しかし、股間の痛みが、後で知ったがスパッツを履いていたほとんどの人は股ずれに見舞われ

たとの事。そして２回目に夜、道に詳しい方について行く、ほとんど走らず徒歩で朝まで進む、夜が明けゴール

が見えてくる。自然発生的にいろんな方との会話が増えくる。そして最後の難所往還道へ、８０キロの部Ｕ野さ

んと会い健闘を湛え会う。厳しい高低差に泣きながら前へ進むが、時間的にはあまり余裕のない状況、折り返し

たＵ野さんが追いついて来て合流し一緒にゴールを目指す事に、勇気１００倍となる。泥ドロの道に悲鳴を上げ

つつ前へ進む。そして往還道を抜けゴールへ。４７時間１１分と１６秒、自分にとってはなんとも代えがたい時

間となった。」 (報告者：柴山) 

 

「お疲れ様でした。70 キロはスタート後数時間横殴りの暴風雨で気分が落ち込んだり、高ぶったりの両方でし

た。シバさんとは往路 25キロくらいで出会って安全と健闘を誓い、復路 56-57キロくらいで追いついたと思い

ます。眠気があったようなので、話をしながら「怪我さえしなければ完踏できますよ。」と何回も話しながら進

みました。シバさん「もう、走れない。」と言いながら最後の 3キロくらいは、6.5-7.0分/キロくらいでスパート

していました。すごいです。今回のシバさんと 235-250キロ辺りの並走で、250キロの大変な様子をじっくり感

じ取れました。70キロならまだ楽しみながら走れますけれど、250ってすごい。」 （報告者：上野） 
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■5/4～5橘湾岸スーパーマラニック２７３にクラブから 5名出場され無事完走しました。 

「４日の午前１１時にスタートした橘湾岸ウルトラマ

ラニック１７３ＫMは 27時間 20分でした。今回はク

ラブのメンバーの ussyさん、みのさんが８０ｋｍに参

加。ひめたんさん、おっちゃんさんが１７３ｋｍでい

っしょでした。 いつものように最後尾からゆっくり

スタート。今までの経験からキロ１０分を目標にした。

７ｋｍで最初のＣＰ１稲佐山に 12:00 到着。ここから

下って長崎市内をはしる。UMMLerの石坂さんと一緒

にしばらく並走。２５ｋｍＣＰ２のあぐりの丘は坂の

上だがなんとか走って 14:12 に到着、お握りを頂く。

ここから下って海岸線にでるが快晴で日差しが強いの

で水分補給に気をつける。海岸線３５ｋｍのコンビニ

でビールを飲んでいると、みのさんが応援に来てくれ

た。４５ｋｍの女神大橋でもみのさんが出迎えてくれ

て元気を貰う。ここではうどんといなりずしをしっかり頂く。このあたりでは５人ほどが前後しながら走ってい

て時々お話をしながら進む。６０ｋｍで夜間走用にライトや反射テープを装着し６５ｋｍの最後のコンビニで食

糧を購入、これは後でお腹が空いたときに食べました。この先６３ｋｍはコンビニがないのです。７０ｋｍのＣ

Ｐ３権現山には関門１０分前の 20:50に到着。ここの上りはほとんど歩きでした。関門が厳しいのでここからは

頑張って走りました。少し風があり日中ほどは暑くないので夜間に距離を稼いだ方がいいのもあります。樺島大

橋を過ぎた所で小さい段差につまずいて転倒、帽子まで飛んだが右膝を擦りむいた程度ですんだ。２分後、同じ

所で私の後を来ていた広島の方も転倒した。ＣＰ４の樺島灯台には 22:27に到着。ここで関門を聞いたら坂を上

る前の港のエードが２３時ということで３ｋｍを全力で走り 22:54、関門６分前に到着した。ここではカレーラ

イスをしっかり食べながら話をしているとここの関門時間はないとのこと。まあ時間内で走れているのでいいこ

とにした。海岸線から坂道が続く苦しい９０ｋｍ植物園前も深夜ですが無人エードの表示にもボランティアの方

がおられてコースの状況など教えて頂いたり、会話が気分転換になり助かった。この時間は車がほとんど通らな

いので車道を気持ちよく走れた。９９ｋｍ中間エイドは 1:15 着、水餃子を頂く。このあたりでは前後に 3 人ほ

どいたが時々しか見えない単独走が続く。１１３ｋｍ宮摺トンネルを 3:40 に通過、１１７ｋｍ茂木支所に 4:14

到着。エイドは UMMLer の宮崎の森さんでした。ここでは中華粥を２杯頂きしっかり補給した。もうすぐ夜明

けだがここまで眠気はない。海岸を走り山を越えるのを何度も繰り返すのでコースの記憶も曖昧になる。１２６

ｋｍ6:20 でライト類を外し、トイレ休憩したのでかなりの人に抜かれた。１３０ｋｍ日見公園に 7:00 着。この

あたりは見かけたことがあるのは大村湾一周１６０ｋｍのコースで諫早市だ。１３９ｋｍ飯盛峠ＣＰ６には 8:35

着。ここも宮崎の森さんでした。おいしいぼた餅を頂く。残りの距離は少なくなったので気持ちは楽だが快晴で

日差しが強いので暑くてスピードはでない。峠の下りは頑張って走る。１４５ｋｍあたりのじゃがいも農道は凄

い上り坂でほとんど歩きとなる。ここのエードで美味しいコロッケを２個頂く。１５０ｋｍのエード 10:30 着。

ノンアルコールビールを頂く。この辺で５５ｋｍ部門の選手に追い越される。この先は一部国道で車が多いので

気を付ける。ほとんど地図を見なくても道路の矢印で来たがこの辺では何回か地図で確認した。１５７ｋｍ唐比

温泉センター前エイドに 11:40着。木陰で涼しいのでありがたい。そうめんと角煮おにぎりを沢山いただく。こ

こから海岸線の３ｋｍは平坦だが日差しが強く、何度も歩きが入る。１６４ｋｍ最後のＣＰ７には 12:50にやっ

と到着したという感じ。雲仙鉄道廃路跡は木陰で涼しかった。小浜温泉に入ってからの残り３ｋｍは長かったが

14:19 にゴール。ゴール後は温泉に入り、洗濯をして夕食まで仮眠した。今回は大きなケガやトラブルもなく走

れた。リュックにボトルを２本持ち水とアクエリアスをエードで補給したが、水は頭からかけるのが多かった。

１００ｋｍなどの大会では終わった後に歯や歯茎の気持ちが良くないので、今回はエードを出るたびに歯磨きを

した。おかげで口の中は気持ちよかった。今回も多くの方々に支えられて走れました。感謝です。」 

 （報告者：山下） 
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「すっごく楽しかったです。景色も素敵だしエイドの食事もとてもおいしくて、とっても幸せな時間を過ごせま

した。スタートしたては足が回復してるのかわからないので、ゆっくりゆっくり進みました。途中股関節回りの

ストレットをするとピリッとなりましたが、違和感を感じたのは初めだけで途中からは違和感はなくなりました。

右膝も前日まで痛みが出ていたのに、時々違和感がでた程度でした。あまりにもゆっくりのペースのためすぐに

ひとり旅になりました。私はひとりでも平気だし、夜のみんなが走ってるんだから大丈夫と思ってましたが、樺

島半島の灯台で、ひとりになったときは怖かった。樺島半島からは権現山でいっしょになった方が膝の故障で次

のエイドでリタイアすると言い、私のペースに合わせて行ってくれました。川原のエイドでおじさんはリタイア

したのですが、まだ暗いし山道なので茂木までいっしょに行ってくれることになりました。川原を出てから、眠

気がでてきたり、ペースもガクッと落ちて、おじさんにもこのペ

ースじゃゴールできないよと言われ、ペースを上げようにも上が

らず、気づかないうちに寝ていたみたいで蛇行したところで、お

じさんがもしかしたら低血糖のせいかも言い、黒砂糖を下って、

水で流し込んで５分もしないうちに足が軽くなり、私もビックリ

したけどおじさんも驚いてました。茂木エイドで夜明けを迎え、

ここからひとり旅。ここから日見エイドまでのアップダウンが一

番しんどかった。日見エイドからは若いお兄ちゃんがいっしょに

行ってくれました。関門も間に合ったし、４時４５分くらいには

ゴールできるかなと計算してたのに、小浜に入ってからの３キロ

が長かった。５時のバスに乗らないと今日のうちに家に帰れない

ので、最後は我慢。１０分前くらいにゴールして、バスに乗り込

む。このバスも時間に間に合ってもゴールが遅いと席もなくなる

らしいので次回はもっと早くゴールできるようにならくちゃ。ア

ーリースタートで制限時間ギリギリのゴールだったので、私が一

番長く走った人かも。感謝と感動でいっぱいの３４時間でした。」 （報告者：姫島） 

 

「橘湾岸スーパーマラニックの 80km で日焼けした腕がひりひ

りして痛い。スタート地点の水辺の森公園近くのホテルに前泊し、

スタート地点まで歩いて行き朝 5時にスタートした。暗いのでは

ないかと心配していたが、もう明るくなり始めていたので楽に走

ることができた。女神大橋からの眺めを初め、コースからの眺望

がどこからもすばらしく、飽きずに走ることができた。ただ、

10kmを過ぎるとしだいに集団がばらけ初め、前にランナーがい

ない状態が起こり始めた。15km付近でカーブを曲がったところ

で後ろのほうから大きな声で呼ばれた。コースを間違えたのを後

ろのランナーが教えてくれたのだ。あのまま進んでいたら、と思

うとぞっとする。この大会には 173kmに 3人、80kmに私を含

めて 2人、クラブから参加していたのがとても心強かった。特に、

みのさんとはかなり一緒に走って心強かった。80kmのコースで

一番きつかったのは、延々と続くジャガイモ畑の上り坂だった。

初めは辺り一面広がるジャガイモ畑に感動しながら走ったが、じりじりと照りつける太陽の下、いつまでも続く

上り坂にうんざりしてしまった。何度か心が折れそうになったが、エイドでのおいしいゼリーや果物、中華がゆ

等のおいしい食べ物で復活し、なんとかゴールまで走り続けることができた。来年は 173km に挑戦できるよう

に走り込んでいきたい。」 （報告者：臼井） 
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「初めての 80Km（橘湾岸スーパーマラニック）なんとか無事完走。天

候最高！暑かった。 景色最高！きれいな海、山、炎天下のジャガイモ

畑の農道。 エイド最高！エイドの給食おいしかったです。ボラのサー

ビス感謝です。 参加者最高！みなさん追い越し、追い越される時は、

励ましの声かけ。登り坂の過酷さでびっくりです。急な登り坂とゴール

前の 6Kmは足が痛くて歩きを入れなければ走れない状態でしたが、な

んとか完走です。一緒に参加した「おっちゃん」さん、「しきる」さん、

「うっちゃん」さん、「ひめたん」さん、みなさんと一緒に大会のコー

スで並走できて、感激です。次のウルトラにつなげたいと思いますが、

橘湾岸 173Kmに挑戦するまでの勇気と力は、まだありません。写真は、

噂の「ジャガイモ畑」ですが、写真に写っていないけど 360度全てジャ

ガイモ畑の景色です。あまりにも暑くて、景色も凄いので、足を止めて

写真まで撮っちゃいました。」（報告者：羽田野） 

 

「橘湾岸マラニック 173km 無事完

走できました！！スタート時は天

候を心配していましたが、スタート

してから快晴が続き最高の大会と

なりました！クラブから 173km に

ひめたん、しきるさん、80km にう

っちゃんさん、みのさんが出場し、

みなさん見事ゴールしました。今回

はスタートから自然と集まった女

性チームに並走することにし、最後

のゴールまでずっと一緒で、気持ち

も切れることなく団結力で全員ゴールすることができました。今回よかったのは、まずペースを維持し、上

りは全てウォーキングに徹したこと。特に上りのウォークはゆっくりではなく、速いペースを心掛けたこと

ですね。そして、てれっとＵＭＣのＳ島さんのおかげで殆ど地図を見ることなくナビゲートして頂いたのが

嬉しかったです。ホント感謝感激です！今回感じたのは、フルやウルトラ 100kmと違い、マラニックは仲間

と共に景色を楽しみながらゴールを目指すといったところですね。また来年も出場したいと思います。273km

はちょっと考えます。」 （報告者：大津） 

 


