
登山部のバカな熱い戦いが・・・再び始まる・・・！



　　　　　　　２０１７年　６月１０～１１日

挑戦者 ゼッケン

隊員 322 リベンジ戦　　　 今年こそは！

隊員 319 友情出場　　 今年も頑張る！

隊員 324 初参戦 念願の出場　やったる！

隊長 サポート 全て

副隊長 サポート 全て

サポート 都合により途中まで

サポート 途中から

サポート 途中から

サポート 途中から

帽子、ﾀｵﾙ、Ｔｼｬﾂ　↑　カープ坊や参戦

今年こそ　カープ優勝じゃ！

撮影場所　戸河内インター付近　スタート地点

天候　ｽﾀｰﾄ時　晴れ予報　　参加者ｴﾝﾄﾘｰ314名中　総数292名出場

昨年より少ない

不安を胸に　6月10日土曜日　10時30分　スタート！

よしっ　やったるでぇ！　　

第8回100Kウォーク完歩者

第8回100Kウォーク完歩者

第8回100Kウォーク完歩者

第8回100Kウォーク完歩者

Mランド　中国山脈横断１００Kウォーク　挑戦

３名

神垣　光徳

岡光　義憲

谷本　広志

渡辺　宏文 第6回100Kウォーク完歩者

福岡　篤美

土居　由人 第7回100Kウォーク完歩者

君﨑　好信

中田　公浩

旭　主幸



ここで　最終確認　完歩出来なかった人について

完歩できなかった人は　昨年同様　来年参加決定となります。

君崎隊員は完歩しているので・・・途中リタイヤしても良いかなと・・・思っておりましたが　隊長より

リタイヤは　車に乗せない、連れて帰らないとの事！　　 えぇ！ まじっ！

（；；）　考えが甘かった！

コース案内 今年は少しコース変更がありました。

←この高低差

←実は最後にUPあり

←最後けっこう長い！

今年はスタートから先頭の方の集団に入り　２人共順調なペースでスタートしました。

まだ３人共　顔色いいね！ 順調順調！



１９Ｋ地点　Ｍランド確認地点写真

谷本隊員

19K地点1位

君﨑隊員

19K地点2位

中田隊員

19K地点3位

顔色　不明

１９K中間地点で　Mランド時間確認 深入山グリーンシャワー

中間順位 残り時間

1 24：12 超余裕

2 24：06 超余裕

3 24：05 超余裕

君崎隊員　考え方を変更し　２度目やるからには　昨年の記録を更新するしかない！　目標を固める！

しかし まだ　後　81K　先は超長い・・・・・・・

登山部 スタート～タイム 時刻

谷本　広志 3:48:00 14:24:00

君﨑　好信 3:54:00 14:54:00

中田　公浩 3:55:00 14:55:00

まだ皆　顔色いいね！

まだ皆　顔色いいね！



まだ　顔色良い！

３８K中間地点で　Mランド時間確認 道の駅　匹見峡

中間順位 残り時間

1 22:52 超余裕

2 22:49 超余裕

3 22:37 超余裕

残り　後　62K　まだ先は長い・・・・・

２８時間以内が時間制限　＝　中間地点タイム１４時間以内が最低条件！

時計・時間を確認しながら　ひたすら歩く・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今年は　昨年の経験により　痛くなる前に　ドーピング！　プレミアム・バファリン　と　胃薬を！

中田隊員にも　情報を提供し　早目に飲む事を　進めました！

谷本隊員は　我慢して時間を空けて飲んでたみたいですが！

私と中田隊員は　飲み続けました・・・・ 完全なドーピングです！

５０K中間地点で　Mランド時間確認 道の駅　サンエイト美都

28/2=14

中間順位 残り時間

1 17:53 超余裕

2 17:40 超余裕

3 17:23 超余裕

皆様順調です！

残り　後　50K　半分　　頑張れ！

谷本　広志 7:38:00 6:08:00

君﨑　好信 7:41:00 6:11:00

中田　公浩 7:53:00 6:23:00

中田　公浩

10:20:08

10:06:53

10:36:48

君﨑　好信

谷本　広志

21:06:48

スタート～タイム

20:50:08

20:36:53

登山部 スタート～タイム 時刻

登山部 時刻



もうすでに　周囲は真っ暗　ヘッドライトを点灯させ　ひたすら無心で　歩く　歩く！

そう言えば　昨年　６２Kｍ地点で谷本隊員リタイア　　頑張ってるか！

あれっ！

な・ん・か！やばそう・・・・

大丈夫か？？？？

もしかして　

　　又来年も・・・・・

頑張ってくれぇ～

７２K中間地点で　Mランド時間確認 第一生命

中間順位 残り時間

1 12:48 超余裕

2 12:27 超余裕

3 11:18 まだ余裕

残り　後　28K　先が見えて来た！

７９K中間地点で　Mランド時間確認 持石海岸　ふれあい広場

中間順位 残り時間

1 10:57 超余裕

2 10:38 超余裕

3 8:11 まだ余裕

徐々に日が出て　明るくなって来ます　　朝じゃ！ 残り　後　21K　もう少し

君﨑隊員　ゆっくり歩こうと思っていましたが　中田隊員が追い上げてくる・・・　負けるわけには！

3:12:00

登山部 時刻スタート～タイム

君﨑　好信 17:03:00 3:33:00

中田　公浩 17:22:00 3:52:00

谷本　広志 19:49:00 6:19:00

谷本　広志 16:42:00

中田　公浩 15:33:00 1:03:00

君崎　好信 15:12:00 1:42:00

登山部 スタート～タイム 時刻



←　君﨑隊員とカープ坊や

２回目　記録更新に向け　順調に進む

←　この後　お腹の調子が・・・・

野〇〇！　で解決

中田隊員

遅れる事20分程度　薬が効いてる→

↑この後　ストック（杖）が破損？

サポートの方々に頼る

←谷本隊員

遅れる事2時間30分程度　まだ大丈夫！

頑張れー

しかし　この後　事件が起こる・・・・

3人共　サポートの方々に　多大な迷惑を掛けながら　何とか進んで行く！

ここからが　今年度コース変更のルート　思ったより　アップダウンが多く

　同じ場所を回っている感じでした・・・・　まだか　セブンイレブンって感じでした・・・

このコース間で　谷本隊員　膝の故障で歩けなくなる・・・・

我慢しながら歩いているが　時間だけが過ぎてゆく・・・・・・

ここから　サポート2名　常に一緒に監視　応援する・・・・・・

テーピングの巻き方を調べ　巻付け　再度　思いを決め　再び歩き出す・・・



９６K中間地点で　Mランド時間確認 セブンイレブン、ローソン横田店

中間順位 残り時間

1 7:01 超余裕 超早い

2 6:34 余裕 早い

3 1:39 やばい

残り　後　4K　残りわずかに！

通常なら　４K～５Kは　1時間程度で歩ける計算だが　谷本隊員　足の故障・・・・

残り時間がやばい・・・・　頑張れ　って言うか　頑張ってくれぇーーーーー

もう　来年は　やめましょうやぁ・・・・・・・　　心から願う！

完歩達成 念願の完歩達成

1位 君﨑隊員 2位 中田隊員

記録更新 初完歩

ここから　谷本隊員が完歩するまで　宴会が始まる！

取り急ぎ　風呂に入って　休憩です！

君﨑隊員　睡魔が襲って来る・・・・・

めっちゃ眠い・・・・・・・

谷本　広志 26:21:00 12:51:00

中田　公浩 21:26:00 7:56:00

登山部 スタート～タイム 時刻

君﨑　好信 20:59:00 7:29:00



中田隊員！ もう　何杯目でしょうか・・・・・　楽しそう！



君﨑隊員　隠れて爆睡中!!

中田隊員　こんな写真も

昨年は　バイキング！

今年は　ANZEN漫才

何と　中田さん　みやぞんのファン

運も元気も良いね

君﨑隊員が寝ている間に・・・すごい写真が撮れてる!・・・

その後　谷本さんの情報を聞きながら　ビールが進む・・・・・

そして　ゴールから待つこと　5時間30分程度　ゴールに近づいている報告が！

よしっ！　皆の思いがつのる・・・・　頑張れっ　間に合う　間に合う！

後　ひと踏ん張りです！

眠気も覚め　少し顔色も良い感じです。

谷本隊員

サポートの旭隊員　　　撮影:福岡隊員



そして　念願の完歩達成の瞬間

最後　谷本さんがコース上に見えた瞬間は　涙が出てきて感動しました。

来年出なくて良い涙か・・・・　いや　感動の涙に違いないと思います。本当に泣けました

谷本隊員　リベンジ　おめでとう　御座います。

完歩達成

3位 谷本隊員



結果 順位

1

2

3

↑こんな感じです！

↑　数カ月後　Mランドより　参加者全員の順位タイム、写真等が　各個人に送られてきます。

↑Mランドより↑

君崎　好信 21：52：16 8:22:16

中田　公浩 22：30：26 9:00:26

登山部 スタート～タイム 時刻 残り時間

6:07:44

5:29:24

0:24:52谷本　広志 27：35：08 14:05:08



又　この度も　サポート役で協力して頂いた　6名の皆様　本当にありがとう御座います。

サポートの方々の方が　長く厳しく辛い時間帯ではなかったのだろうと心より思っております。

心より感謝申し上げます。

Mランドの方々も　毎年準備等大変な作業と思います。　スタッフ一同、関係者様　

再びこの感動をありがとう御座いました。

苦痛の表情

隊長 →

サポート中

ゴール前での再会

参加者3名の完歩後写真



谷本隊員　リベンジ　成功！

念願の完歩達成の瞬間　　

いい顔してるぜぇ！(@^^)/~~~


