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平成26年2月23日開催の駅伝大会は、過去最

高の83チームの参加をいただき、ありがとうご

ざいました。

この駅伝大会の結果報告及び写真並びに受賞

者のコメント等、掲載いたしましたので、ご覧

ください。参加者の皆様、お疲れ様でした！

平成25年度

駅伝特集号

女子優勝　香美市Ｅ

総合優勝　高知市消防Ａ

第38回足摺半島一周駅伝大会





互　　助　　会　　報

－2－



互　　助　　会　　報

－２－

去る２月２３日（日）、土佐清水市足摺岬において当会主催の「第３８回足摺半島一周駅伝大会」を開

催いたしました。今年の大会は天候にも恵まれ、女子６チームとオープン参加２チームを含む８３チーム

の参加をいただき、過去最大の大会となりました。

前大会総合優勝の高幡消防四万十Ｂチーム、女子の部優勝の高知市

Ｅチームから優勝旗が返還され、越知町Ｂチーム岡本亜嘉瑠選手の宣

誓で開会されました。熱戦を制したのは、高知市消防Ａチーム。女子

の部を制したのは香美市Ｅチームでした。おめでとうございます。

今大会につきましても、土佐清水市観光協会および土佐清水市旅館

組合のご好意により、ブリ汁とあめ湯をご提供いただきました。選手

を始め、応援の方々の冷え切った体を温めていただけたことと思いま

す。また、この駅伝大会開催にあたりご指導、ご協力をいただきまし

た土佐清水市役所、土佐清水市観光協会、中村警察署、高知県幡多土

木事務所、土佐清水市旅館組合の皆様方に心から感謝いたします。

最後になりましたが、土佐清水市役所のスタッフの皆様にも心から

お礼申し上げ、本年度もこの大会が終了いたしましたことを会員の皆

様にご報告いたします。

第38回足摺半島一周駅伝大会�第第38回足摺半島一周駅伝大会�

順位 チーム名 氏名 タイム

1 高知市消防A 田邉　有彦 19:59

2 黒潮町A 宮地　敏行 20:23

3 安芸市A 楠瀬　奉孝 20:29

4 香美市A 中村　祐介 20:32

5 四万十市A 有光　　浩 20:41

6 高幡消防四万十B 常石　翔太 21:14

11 区区
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順位 チーム名 氏名 タイム

1 高吾北広域A 木村　　良 12:07

2 高知市消防A 梅木　裕也 12:14

3 高吾北広域B 小田英次郎 12:22

4 高知市A 中越　啓文 12:24

5 高幡消防四万十B 竹内　貴大 12:51

6 香美市A 中島　昌之 12:55

22 区区

順位 チーム名 氏名 タイム

1 四万十町A 田井　　翼 16:26

2 高幡消防四万十B 嶋岡　正人 16:51

3 高知市消防A 井上　大介 16:53

4 高吾北広域A 齋藤　庸平 17:10

5 土佐清水市消防A 山沖　洋輔 17:40

6 幡多西部消防A 吉松　昭人 17:45

33 区区
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順位 チーム名 氏名 タイム

1 土佐清水市A 山本　　実 17:04

2 高知市A 渡辺　八郎 17:06

3 高吾北広域A 中澤　賢一 17:07

4 高知市消防A 高橋　　輝 17:11

5 高幡消防四万十B 川村　考史 17:16

6 土佐清水市消防A 伊賀原　翔 17:24

44 区区

順位 チーム名 氏名 タイム

1 高幡消防四万十B 國本　武恒 15:45

2 高知市消防A 谷脇　勇希 15:48

3 高知市A 地引　光二 16:13

4 土佐清水市消防A 岡� 学 16:38

5 高吾北広域A 渡邊　光一 16:54

6 香南市消防A 坂井　昭宏 17:07

55 区区
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順位 チーム名 氏名 タイム

1 高知市A 大野　正貴 13:00

2 高吾北広域A 竹内　　健 13:14

3 高幡消防四万十B 大� 亮 13:34

4 土佐清水市消防A 中山　義介 13:55

5 高吾北広域B 山本　裕宣 14:00

5 土佐市A 矢野　浩章 14:00

66 区区

順位 チーム名 氏名 タイム

1 高知市消防A 利岡　侑哉 08:19

2 高吾北広域A 大西　信雄 08:20

3 高幡消防四万十B 谷脇　康平 08:25

4 高吾北広域B 吉岡　　憂 08:54

5 土佐清水市消防A 秋元　政刀 08:55

6 高知市A 伊藤　雅彦 08:56

77 区区
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第38回　足摺半島一周
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駅伝大会　　総合記録表
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駅伝大会　　総合記録表
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駅伝大会　　総合記録表
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チーム名
香南香美老人ホームＡ

大豊町Ｂ
土佐町Ｂ
津野町Ｂ
高吾北広域Ｂ

土土佐佐清清水水市市長長賞賞

チーム名
土佐清水市Ｅ

香南香美老人ホームＡ
津野町Ｂ

敢敢闘闘賞賞（（団団体体））

チーム名 氏名
須崎市Ｃ 森　　充弘
いの町Ａ 崎本　佐衣
佐川町Ａ 堀見　和道
香美市Ｃ 日和佐　千城
国保連合会Ａ 市川　　浩

敢敢闘闘賞賞（（個個人人））



互　　助　　会　　報

－13－

２５回連続出場　本山町　泉　祐司さん

私が初めて足摺半島一周駅伝大会に参加したのは昭和５８年２

月第７回大会でした。今年で通算２９回目の参加となり、平成元

年から途中第３４回の中止をはさみ今回で連続２５回の参加とな

りました。

過去の記録を振り返ると第６回から第２７回大会まで本山町は

ほとんど６位以内に入っていましたが、ここ最近は上位を賑やかす事もなくさびしい限りでありま

した。今回、やっとＡチームが目標の１０位を達成することが出来ました。これは若手と年寄りの

チームワークそして新しい選手の頑張りだと思います。第１０回大会そして第１１回大会とそれま

での常勝高知市Ａを抑え、前半のゴールテープを切ることができたことも、今は良い思い出となり

ました。３０代４０代５０代と順に寄せる年には勝てず、タイムも伸びず大会前夜の「お客」で宿

舎の人に「あんたらー、もうえいかげんにしや！」と言われるまでこしゃんと飲んだお酒も、ここ

最近はめっきりと減り、早々に部屋へ引き上げるといった体たらくです。それでも、続けて参加す

ることに意義があると思い、こつこつと第１３回大会から連続して参加できたのは、チームの入賞

と個人記録への挑戦のおかげではなかったかと思います。残りすべて参加が出来ても後４回ですが、

最後までチームの総合１０位以内と個人記録へのこだわりを持ち続け頑張りたいと思います。

最後に、大会を運営される方々、そして何よりも、ともに参加する役場の仲間や、総務課のお世

話係りにお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

２０回連続出場　南国市　田所　卓也さん

この度は足摺駅伝２０回連続出場特別表彰をいただきまして

ありがとうございました。

足摺駅伝では様々な思い出がありますが、これも走る仲間、

そして関係者の皆様方のご協力があり走り続けることができた

と思っています。一時はタイムを狙っていた時もありましたが、

今後は体力増進、健康のため、そして駅伝後の「釣り」を楽し

みに頑張りたいと思います。

今回の受賞を励みに、さらに継続して足摺駅伝を走り続けたいと思います。

ありがとうございました。

今大会では、36名の方が特別賞を受賞されました。
代表して次の方々にコメントをいただきましたの
でご紹介いたします。

所属所名 氏名
須崎市 坂本　茂生

25回連続出場

所属所名 氏名 所属所名 氏名

佐川町 山本　壽史 四万十市 岡田　洋

20回連続出場
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３０回出場　黒潮町　門田　政史さん

「３０回出場特別賞」をいただきありがとうございました。

この３０数年間、ずっと走ることを許してくださった周り

の皆さまに感謝です。そして、互助会の皆さまはもとより、

土佐清水市職員や警備員を初めとするスタッフの皆さま、毎

年応援してくださる沿道の皆さまに心からお礼を申しあげま

す。

先輩に無理やり誘われ、イヤイヤ走り始めたのが３２年前。

今では、駅伝嫌いの後輩に仕事を頼み出場しています。優し

い後輩達にも感謝です。スナップ写真も撮っていただきました。

先輩ランナーが数多くいる黒潮町チーム。私もまだ数年は走れそうなので、いつ咲いたかわから

ない花をもう一度咲かせます。来年も足摺でお会いしましょう。

２０回出場　室戸市　久保　一彦さん

昭和５８年に室戸市役所に採用され、３１年をかけやっと

の思いで２０回出場することができました。私が走り始めた

きっかけは、ストレス発散、ダイエット、職員間のコミュニ

ケーションを図ることでできると思ったのですが、ついつい

ハマりすぎてホノルルマラソンや馬路村心臓破りマラソンな

どに参加するほどになっていました。記録は遅いのです

が・・・。

足摺駅伝の思い出としては、当初、前日の室戸からの６時

間の移動、夜の懇親会での全力疾走などにより、当日はダメかと思いきや何とか走り、慰労会とい

って中村に泊まり、夜の街をさまよい、翌日、朝から室戸に帰り着くまで飲んでいた先輩を思い出

します。私個人としてはラスト２キロがほぼ登りの５区を１５回くらい走り、とても辛かったです

が、いつも数人抜くことができたのでよい思い出となっています。

チームの成績は市でありながらいつも遅いのですが、参加したいという人はほとんど全員が走れ

るチームであり、このチームで本当に良かったと思います。これからは、当初の目的を忘れず、定

期的に走って健康管理に努めたいと思っています。

結びになりますが、大会関係の皆様、応援してくださった皆様、また、一緒に走れたメンバーに

感謝を申し上げますとともにこれからも走り続ける皆様のご活躍を心からお祈りいたします。有難

うございました。

所属所名 氏名 所属所名 氏名

仁淀川町 掛水　宏昭 安田町 中川　剛

15回連続出場

所属所名 氏名
本山町 澤田　和廣

30回出場
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１０回出場　国保連合会　川村　勇生さん

威勢が良かったのも最初だけ。ということで「来年こそ

は！」を合言葉に年々調整を失敗（？）し、気付けば１０回

目の出場を果たすことができました。

自分にとって足摺駅伝は１年の締めくくりのように感じて

いて、毎年吐きそうになりながらも走り終わればやり切った

感で満ちています。そして次の大会が迫ってくると慌ててト

レーニングを行うのが通例となっています。そんな状況に最

近では、チームの仲間からのプレッシャーを感じつつ折れた

心を繋ぎ止めよう（？）と頑張っています。

連合会は毎年、参加者がギリギリで２チーム参加の時にも共済組合さんに協力を要請しながら参

加していますが、僕自身の目標としては、可能な限り２０回・３０回と参加を続けていきたいと思

っていますので今後もこの大会が続くことを願っています。最後に今大会関係者やスタッフの皆さ

んにつきましては準備・運営等で御礼申し上げます。ありがとうございました。また来年もよろし

くお願いします。

所属所名 氏名 所属所名 氏名

高吾北広域 藤原　　剛 国保連合会 堀川　美香
宿毛市 藤岡　正弘 仁淀川町 谷平　幸道
いの町 筒井　誠人

20回出場

所属所名 氏名 所属所名 氏名

四万十市 村上　正彦 仁淀川町 古味　伸彦
四万十市 宇都宮　朋彦 香美市 �月　陽生
宿毛市 川村　　綾 四万十町 岡村　太介
土佐市 川村　圭祐 黒潮町 藤本　浩之
高吾北広域 中澤　賢一 本山町 杉本　早苗
大月町 吉岡　靖友 香美市 吉本　浩二

10回出場
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大豊町　河野　大仁さん

３月末のリタイアの辞令交付前に特別敢闘賞とい

う形でラストランを終えることができ誠に幸せな足

摺半島一周駅伝大会の締めくくりとなりました。何

時の頃からか、わがチームが出場を始めてから私は

チーム最古参となり気がつけば「ロクイチ」を子、

孫からお祝いされて選手は「息子世代」ばっかしに。

しかしたすきを受け次へ繋ぐ気持ちは誰しも箱根

駅伝、全国実業団駅伝とも同じと思います。（実力、

年齢は別ですよ）

時にはパワハラ､時には刺身で若いしを(だまし)誘

いとにもかくにも今日も迎えることができました。

改めて主催者、地元関係者、「いやいや、渋々」でもお付き合いしてくれたチームメイトの皆様方

に感謝、感謝です。長い間お世話になりましてありがとうございました。

最後に参加者の皆さん是非しつこうに６０歳まで出場して足摺半島一周駅伝大会は「シルバー予

備軍者大会」といわれるまでねばってください。

高知市　植田　俊博さん

３８回大会は私にとってラストランの大会となり

ました。特別敢闘賞をいただき身に余る光栄で感謝

申し上げます。我が鏡村（合併前）チームの初参加

は第９回大会、私が３０歳の時でした。同年代を中

心にチームを結成し、足摺駅伝への前哨戦として行

われていた香長土南職員駅伝に参加の機会を得、イ

ザ出陣です。ここで目にしたのは南国市チームの桁

外れな速さ、同女性チームのカッコイイこと、大選

手団を送り込んでの本山チーム、どこか我がチーム

に似ている印象の物部村チーム等々、の中で必死に

タスキを繋ぎきったことで、駅伝の魅力に取り付か

れた瞬間であり、今も続いている原点となった大会です。高知市との合併後も変わらず参加させて

いただいていることに感謝いたします。

さて、足摺駅伝への初参加から今年で３０年、春になれば「足摺半島で走れる」を思いに１年

間を過ごしてきたように思えます。私は参加２５回で、トータル１２３ｋｍ足摺半島４周走った事

になります。合併後は旧鏡・土佐山・春野を中心にチーム編成を行い若い者に任せっぱなしで参加

させてもらっています。感謝感謝です。

最後になりますが、チームを支えてくれた裏方を含めた仲間や、大会関係者の皆さん、何時も温

かい声援を送ってくださった地元足摺の方々に感謝申し上げ、当大会が末長く発展されることを願

っております。
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香美市　高橋　千恵さん

２３回目出場となったラストランは、我が香美市女子Eチームが初

優勝！！に輝きました。そのうえ、特別敢闘賞もいただき、本当に

感謝の一言につきます。

運動が大の苦手だった私が走ることを始め、駅伝に連れて来て貰

い、足摺半島一周全区間制覇もできました。又、他の市町村の皆さ

んに会えることが楽しみでしたし、毎年ながら足摺駅伝だけは緊張

の連続でしたが、先輩や後輩、応援の皆さんや互助会の方々のおか

げでかけがえのない思い出となりました。今は清々しい気持ちで一杯です。

今後も高知県市町村職員の交流の場として、益々発展することを祈願しています。長い間ありが

とうございました。

大豊町　森岡　正徳さん

思いもよらず功労賞を賜り大変恐縮しています。足摺半島一周駅伝は、私

にとっては健康維持のためでした。亡くなった、先輩に仕事の上でも、自分

自身の健康が一番だと言われ、身体を動かすことの好きだった私も鈍足であ

りますが、参加したのが始まりでした。当初は、選手、翌年は、警備また選

手と参加させてきました。最近は、自分自身が、半月板を病み、走ることが

出来ないので、足摺の季節が来ると、選手、参加していただける職員に、練

習、練習と言ってきた次第です。駅伝に功労したか分からないですが、駅伝

への思いは、走りたいもしくは、何らかのチームに対しお世話出来たらなという気持ちでした。

最後に、この場をおかりしまして、我が職員のランナーの皆さん、大会関係者のみなさんに心か

ら感謝し、大会がますます発展しますようご祈念申し上げます。

佐川町　岡　篤さん

佐川町役場の採用１年目で、第２区をBチームで走ったものの、その後に

即戦力外通告となりました。以降は「走るのが苦手」な私と「スタッフ調達

に困る」先輩職員との協定により、警備での参加をさせていただき、今回は

若手に警備を譲り、初めて監督に就任となりました（１回しか走ってないで

すが）。

互助会のみなさんや土佐清水の方々の多大なご協力に比べれば微々たるも

のですが、私自身が下手に走ることなく、スタッフとして協力させていただ

いていることを評価いただき、大変うれしく感じております。

今後も大会を通じて、各会員の交流が図られることを願っております。ありがとうございました。

所属所名 氏名
宿毛市 川村　綾

特別敢闘賞
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