
2019.9.22　於「城陽五里五里の丘」
(京都府立木津川運動公園)

第25回「2019京都てんとう虫マラソン大会」 Last Run

参加者の「声」　アンケートより
（アンケート回収 45枚　男性26枚　女性19枚）

初めて参加の人から

* 友人に誘われた。自分に合った種目があったので参加。全体の感想は、大変良かった。ぜんぶよかった。
イベントは、めっちゃよかった。パプリカがよかった。参加賞、すごくよかった。 6才男性・2周

* 友人に誘われた。自分に合った種目があった。全体の感想は、大変良かった。みんないっしょ。体験コーナー
は、アイマスク 車いすに参加し大変良かった。目の不自由な人の事が分かった。イベント 大変良かった。
スタッフの対応も良かった。参加賞は、うれしい。 10才未満男性・2周

* 友人に誘われた。趣旨に賛同したし自分に合った種目があった。大会全体の感想は大変良く、メダルが嬉し
かった。コースは、楽しく走れて大変良かった。車いす体験に参加し 大変良かった。自分で進むのが楽しか
った。イベント 大変良かった。パプリカが一番楽しかった。スタッフの対応も大変良かった。 記念品は、
きれいしうれしい。参加しておもしろかった。ありがとう♡ 10才男性・2周

* 家族に教えてもらって知った。趣旨に賛同し、開催場所も行きやすかったし、自分に合った種目があったので
参加。この大会に参加して大変良かった。誰にもあたたかくて、いい大会でした。一生懸命に頑張るってすごく
ステキだと思いました。コースはわかりやすく良かった。イベントも大変良く、皆さん上手で、すごいなーと思った
し、小さな子もかわいかった。スタッフの対応は大変良く、笑顔で親切でした。参加賞は、色んなものが入って
いて、メダルはかわいいし大切にしたいです。この大会、またして欲しいと思いました。ほのぼのしていて楽し
かった。2.5㎞は短い距離かもしれないけど、マラソン自体初めてだったので、ゆっくりのペースでも走りきれて
り切れて、すごく嬉しかったです。もし、また開催されたら絶対参加したいです。 30代女性・2周

* 父から聞いて、開催場所に行きやすかったので参加。大会は大変良かった。みんな色んな事があっても懸命に
生きているんだなと感じた。イベントもスタッフの対応も大変良かったです。記念品はかわいかったです。
温かくてとてもやさしさの感じる大会であった。毎年ありがとうございました。 30代女性・4周

* 中小企業家同友会で知った。大会趣旨に賛同して参加。大変良かった。障がいのある人もない人も一緒に走っ
て感じたのは、みんな平等でお互い様…。コース イベント スタッフの対応は、みんな良かった。記念品、可愛い。
スタッフ、参加者の皆さんと楽しく過ごせました。ありがとうございました。みんなの思いの詰まった良い大会で
すね。 40代男性・2周

* 友人に誘われた。自分に合った種目があった。大会全体の感想は大変良かった。コースは、勾配があって変化
があったので大変良かったです。イベントは、生演奏が聞けて大変良かった。スタッフの対応も大変良かった。
記念品は、ハートが可愛い完走メダルをもらえて嬉しかったです。初参加です。今回が最後という事ですごく
残念です。できれば来年も参加したかったです。皆さん精一杯頑張っておられて、良い大会だと思いました。

40代女性・4周

* 友人に誘われて参加。大会趣旨に賛同し、開催場所にも行きやすかった。大会全体は大変良かった。コースも
大変良かった。体験コーナーは、走った後に気付いたのでしんどくて体験できなかった。イベントは、大変良
かった。普段生演奏を聞く事がないので…。スタッフは、皆さんやさしかった。参加賞は、手作り感が出て良か
った。初参加ですが、大変良かったです。参加費の振込をネットでも可能にして欲しかった。 40代男性・8周

* 案内が来た。開催場所に行きやすかったので参加。大会は大変良かった。コースは長かったけど大変良かった。
イベントは、良い音楽で良かったです。スタッフは、皆さんやさしかったです。参加賞は良かったです。久しぶ
りにマラソンで走ってみたかったので参加しました。初めてこの大会に出られたことは良かったです。最後の
大会でしたが良かったです。ありがとうございました。 40代男性・8周

* 京都同友会のインターネットで知り、大会趣旨に賛同して参加。大変良かった大会。障がいのある人と走って、
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みんなが楽しそうで、こちらも元気をもらえた。コースは、練習不足で上り坂がきつかった。イベントは、ウインド
アンサンブルに、みんなノリノリで大変良かった。スタッフの対応は、みんな親切でした。特に大きな荷物
まで預かってもらって助かりました。参加賞は、豪華すぎて申し訳ないくらいだった。一生の思い出になると思う。
タイムにギラギラしなくて、アットホーム感バリバリの、のどかな大会でした。障がいがある人との距離感が
近づいたような気がします。人間、風景、空気感みんながほんわかしてて、癒される大会でした。それにしても、
これだけの準備、設営、運営は大変だったと思います。Tシャツ、タオル、花をはじめ、巾着袋に入っている品々、
ありがとうございました。大事に使います。 50代男性・8周

* 障がいのある人の伴走で、この大会には初めて参加。大変良かった。苦しいコースでも、伴走で走ることで半減
するし、頑張れる。予想以上にアップダウンのコースできつかったです。沢山の記念品をありがとうございます。
メダルがとても可愛くて良かった。15年前に初めてこの大会を知り、伴走を知りました。当時はエントリーしなくて
て応援だけで、今回初エントリーしました。次がないのが残念です。スタッフの皆さんもお疲れ様でした。
強いて言えば、受付時の番号チェックと参加賞の受け渡し等の段取りが少し悪かったです。 50代女性・8周

* 友人に誘われて参加。大会趣旨に賛同した。大会全体は大変良かった。障がいのある人と一緒に走って、学ん
だことが沢山ありました。イベント良かった。スタッフの対応も良かった。記念品は、とても暖かさを感じました。
来年も参加させて頂きたいなと思いました。大会に参加して思ったこと、今日できたから、あしたもできる。

60代女性・2周

* 友人に誘われ、大会趣旨に賛同して参加。大会全体の感想は大変良く、参加者みなさんの笑顔が印象的でした。
障がいのある人と一緒に走り、同じゴールという目標に向かって走る喜び。声をかけながら走りました。コースは、
適当なアップダウンで良かったです。体験はコーナーまでは行きましたが、体験はしませんでした。参加賞は
良い記念になりました。可愛いです。障がいのある方たちとの一体感が最高でした。手作り感ある大会でした。
プログラムの〝手引き″を参考にさせて頂きます。長い間お疲れ様でした。 60代男性・4周

* 友人に誘われて参加。大会趣旨に賛同し、開催場所にも行きやすかった。大会全体は大変良かった。障がいの
ある人と一緒に走り元気をもらえました。コース イベント スタッフの対応は、大変良かった。記念品は、温かい
心づかいを感じました。最終回と聞き、来年もと思いましたが、残念です。有難うございました。 60代女性・4周

* 友人に誘われ、大会趣旨に賛同して参加。大会全体は大変良かったです。障がいのある人と一緒に走って、
感動しました。コース イベント スタッフの対応は、大変良かった。記念品は、心を込めて作って下さったと思い
ました。温かさを感じます。この大会は、手作りの温かい大会だと思いました。障がいのある方と交流する機会が
余りないので、こちらが励まされ、力になりました。 60代女性・4周

* 友人に誘われ、自分に合った種目があったので参加。大会全体ほか、すべて良かった。記念品は、ありがとう
ございます。 60代女性・8周

* 3/21の朝日新聞の記事で大会を知った。大会趣旨に賛同し、自分に合った種目があったので参加。大会全体は
大変良かった。ランナー スタッフの皆さん、とてもフレンドリーですぐに仲間にしてもらったみたい。コースは
適当なアップダウンで、大変良かった。アイマスク 車いすの体験をし、大変良かった。短い距離できちんと誘導
して貰っているのにすごく怖かった。イベントは、若さが輝いていて大変良かった。スタッフの対応も大変良かった。
記念品はとても良くて大切にします。先週千葉で走り、足を痛めて二度と走らんと思ってたが、昨日の朝刊を見て
当日参加OKとの事で、これは走らな…と。本当に素晴らしい大会でした。私は10年で170レースを、全国で
走っていますが、どの大会も素晴らしく嫌な思いをしたことがありません。でも特に、この＂てんとう虫＂はとても
暖かかったです。そして本気で速い‼ 今回が最後とのこと、本当にスタッフの皆様ありがとうございました。
今は、パラの選手がカッコいいと社会に広く認識されていますが、それまでの多くの努力 ご苦労を思うと心から
尊敬申し上げます。どこで頂いたメダルも大切ですが、てんとう虫のメダル大切にします。ありがとうございます。

皆さんに出会えて幸せです。まだまだ走る勇気をもらいました。 障がいのある方たちに、がんばれって言って
もらって、とても楽しかったです。でもそれがお互い普通ですよね。 60代女性・8周

２回目参加の人から

* 友人に誘われ、趣旨に賛同して参加。この大会に参加して大変良かった。体験にも参加してとても良かった。
10才未満男性・2周

* 案内が来た。趣旨に賛同して参加。最後と聞いて参加したくなった。大会は大変良かった。障がいのある人と
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一緒に走って勇気をもらった。楽しかった。こんな良い大会は、他にはないと思う。コースは、上り坂はしんど
かったが、たくさんの応援があって楽しく走れた。スタッフの対応も大変良かった。 記念品の完走メダルは、
1回目参加の時は“月”今回は“ハート”だったので、可愛くて家に飾ろうと思う。この大会が無くなるなんて
寂しいです。TVを見てこの大会を知りました。障がい あるない 関係なく、一緒に走れた事、とっても良い思い
出です。スタッフ･ボランティアの方々、本当にありがとうございました。 メダルも本当 すてきで、これからも
大事にしたいと思います。 30代女性・2周

* 案内が来た。大会趣旨に賛同した。開催場所に行きやすかったし、自分に合った種目があったのでて参加。
大会全体は大変良かった。競争しないのが良いです。障がいのある人もない人も助け合って走る、自分だけで
なく皆で走るのがいいですね。車いす体験に参加して、車いすの方の大変さがよくわかりました（車イスを押す人も）。
イベントはどれも大変良かった。スタッフの対応も大変良かった。参加賞 かわいい。巾着袋の大きさも良くて、
とても使いやすいです。障がいのある人、それを支える伴走の方、体が不自由でも頑張って走られる姿、競争し
ない、みんなで支えあって走るてんとう虫マラソン大会が大好きでした。ボランティアの方がいて下さったから
私達も大会に出させて頂けました。本当にお疲れ様でした。有難うございました。 40代女性・8周

* 案内が来たし、市役所のポスターでも知った。大会趣旨に賛同、行きやすいし、自分に合った種目があったので
参加。大会全体は大変良かった。障がいのある息子と一緒に参加したのですが、まわりの目を気にせず参加でき
たのがありがたかった。コースは、2周なので自閉症の息子には2周目で“ぎゃぁ～”となった。メダルをずっと
集めようと思っていたのですが…。車イスでも歩いてもOKというのがありがたい。息子に毎年積み重ねて経験
させたかった。もっと早く知っていたら…という思いです。 いろんな方の走りを見て、走るという事が生活の一部
になっていたり、生きがいだったり、障がいがあっても走ることなら出来ると 続けておられる方もいるんだろうな…
と思いました。息子はまだ8才で、大人になってからの過ごし方を見つけてあげたいと思い、習い事をいくつか
させています。その中で、障がいのある息子でも参加できる てんとう虫マラソンが、息子の将来の余暇の過ごし
方の一つになればいいな…と思っていました。てんとう虫マラソンの25年間は、息子の走るという時期と重なら
なかったのが残念です。素敵な思いから始まったてんとう虫マラソン。内容的に一般向きしなかったのかもしれ
ません。25年間本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。全ての人の中でごく一部の人にスポットを当て
て頂いて、すべての人が参加できるマラソン大会を運営してきて頂き感謝の思いです。2回しか参加できません
でしたが、友達と参加させて頂き楽しかったです。ありがとうございました。 50代女性・2周

* 案内が来た。趣旨に賛同し参加。大会全体は大変良かった。大変長きにわたり大会を運営頂いた全スタッフの
方に、感謝 感謝 感謝です。ありがとうございました。イベントはみんな大変良かった。スタッフは、大変行き届い
た対応で感謝の 限りです。記念品は毎回ありがとう。よい記念になります。全スタッフ 関係者に感謝申し上げ、
今後は健康に留意されて頑張ってください。 70代男性・2周

* 案内が来た。趣旨に賛同し自分に合った種目があり参加。大会全体は大変良かった。ゆっくりと走れた。障がい
のある人と一緒に走り、すごい と感じた。コースは良かったです。スタッフの対応も大変良かった。記念品は
素晴らしい手作り作品。秋のこの時、広い野外で楽しめました。ご苦労様でした。又このようにみんなで参加で
きるマラソンができるといいですね。 70代男性・2周

３～５回参加の人から

* 案内が来た。趣旨に賛同し、毎回楽しいので参加。大会全体は大変良かったけど、しんどかった。コースの登り
がきつかった。車いす体験に参加して大変良かった。イベントもスタッフも大変良かった。この大会には、自分
の記録を確かめたかったから参加した。他のマラソン大会ではあまりない給水が楽しかったです。 11才男性・8周

* 案内が来た。趣旨に賛同した。毎回楽しいから参加。大会全体は大変良かった。とても楽しかった。障がいの
ある人もない人も一緒に走って、みんなで協力することの大切さを感じた。コースはいい感じの起伏があった。
車いす体験に参加して車いすの使い方が良く分かり大変良かった。イベントは楽しかった。スタッフはとても
丁寧で大変良かった。記念品はとてもかわいかったです。今回は最後だから頑張ろうと思い参加しました。
とても楽しい大会でした。もう一度この大会を開いてほしいです。 14才女性・2周

* 案内が来た。会場に行きやすかったので参加。大会は大変良かった。障がいのある人とない人が一緒に走っても 
特に思う事はない。コース イベント スタッフの対応 はみんな大変良かった。記念メダル･記念品は嬉しかった。
今日で最後なんて名残り惜しいです。お疲れ様でした。 30代男性・2周
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* 友人に誘われた。趣旨に賛同し参加した。大会は大変良かった。和やかで気楽に楽しめて大変良かった。色々な
人がいるのだなぁと改めて感じました。コースは宝ヶ池よりも足元が良く、走りよかった。イベントは元気が
もらえた。スタッフは、丁寧で大変良かった。記念品のメダルがかわいかったです。 30代男性・2周

* 案内が来た。開催場所が行きやすかったので参加した。大会は大変良かった。今回が最後なので感慨深いです。
コース イベント スタッフの対応 大変良かったです、参加賞についての感想は特になし。最後なのでなにか淋し
いですね。お疲れ様でした。 30代男性・2周

* 友人に誘われた。趣旨に賛同し参加した。大会は手作りのあたたかさ、スタッフの気配り、応援、協力が感じら
れ良かった。障がいのある人とない人が一緒に、同じコースを譲り譲られ…、声を掛け合い、坂の苦しさを共に
味わう。道が狭いからこそのふれあいだった。このコースだからこそ気付く事ができた。本当は視覚障がいの方
には走り辛いのかも。イベントは良かった。スタッフには、丁寧かつ親切に対応して頂き本当に感謝しています。
毎回素敵な記念品を頂けるのがこの大会の楽しみの一つ。今回も嬉しかった。今回が最後と聞いて、残念、寂し
いなどの思いでした。障がい者の方の頑張りもですが、運営スタッフの姿勢に賛同し、温かい手作りの良さを感
じます。日頃 様々な大会に出場している人にとっては、宝ヶ池や五里五里の丘のようなコースは、走り辛いと
思います。特に視覚などにハンディがある人には…。記録を目指す人には向かないのかもしれません。アップダ
ウンも、狭い道も、凸凹も、マンホールも…。多くのストレスが伴走者にはやり辛いですが、でも、このコース
だから「ちゃんとガイドをしなければ」と気が付き、丁寧な誘導を心がけられました。当日初めて出会うハンディ
のあるランナーさんと、おしゃべりしたり、経歴などを知らせあったりして、触れ合えたのもとってもプラスに
思いました。25年もの長きにわたり、会の運営など本当にありがとうございました。この大会で頂いた五つ星の
“てんとう虫グッズ”etcがたくさんあり、どれも心がこもっていて大切に使わせていただいています。このような
大会は他にはありません。惜しいとは思いますが、諸事情もありますよね。ありがとうございました。

50代女性・8周

* 案内が来た。大会趣旨に賛同し、自分に合った種目があったのて参加。大会全体の感想は大変良く、コースは
走りやすく、お土産が嬉しい。障がいのある人も一緒に走り、みんなで楽しめるのはいいな！  安全なコース、
景色がいい。イベントの鼓笛･バトンの子どもたちがかわいかった。参加賞のメダルかわいいです。前回頂いた
のを孫が首にかけて喜んでいます。この大会を口実に京都観光もでき、毎年楽しみにしていたのに残念です。
3年前に初めてこの大会で2.5㎞を走りました。老若男女、障がいのある方も一緒で、初めての私も無理をせず
楽しく参加できる大会で大好きです。スタッフの皆さんの気遣いがあっての、すてきな大会なのだと思います。
ありがとうございました。この大会が再開されることを期待しています。 60代女性・2周

* 友人に誘われた。趣旨に賛同し、自分に合った種目があったので参加した。大会は大変良かった。障がいのある
人と一緒に走って皆さんの頑張りに勇気づけられました。コースの最後の坂が苦しかった。記念品は毎年楽しみ
でした。今後、この大会が復活して、また走る事ができれば嬉しいです。 60代男性・2周

* 案内が来た。大会趣旨に賛同し、開催場所が行きやすいので参加した。大会全体の感想は大変良く、コース 
イベント スタッフの対応 も大変良かった。記念品 作ってくれてありがとう。この大会には少しでも手助けに
なるよう参加しました。長年ごくろうさまでした。ありがとうございます。 60代男性・2周

* 最初はインターネットで知った。大会趣旨に賛同し、自分に合った種目があったので参加した。大会の内容は
すべて良かった。記念品は毎年楽しみにしています。今日で終わりなのは大変残念です。 60代男性・8周

６回～10回の参加の人から

* 案内が来た。毎年参加を楽しみにしている。参加賞はかわいいしいっぱいもらえたのでうれしかった。障がい
のある人にやさしくしようと思えた。コースは石があまりなくて走りやすい。車いす･アイマスクの体験に参加
して大変良かった。スタッフの皆さんは、やさしくしてくれた。記念品は、かわいい。今年も走りたいと思って
参加した。 10才男性・2周

* 案内が来た。大会趣旨に賛同して参加。大会全体の感想は大変良かった。コース イベント スタッフの対応 大変
良かった。長い間、お疲れ様でした。 30代女性・2周

* 案内が来た。大会趣旨に賛同し、自分に合った種目があったので参加。大会全体の感想は大変良かった。応援が
温かくて楽しく走れました。毎年お会いする障がいのある方から声援を頂き嬉しかった。大会の記念品は毎年
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楽しみにしています。 40代女性・2周

* 案内が来た。友人にも誘われた。大会趣旨に賛同して参加。大会は大変良かった。イベントの頑張る姿‼に勇気
をもらえる。いつもメダルを楽しみに参加させてもらってます♪　今回でラストラン、とても残念です。続けて
欲しかったです。 40代女性・4周

* 案内が来た。自分に合った種目があったので参加。大会全体は大変良かった。すごく温かい大会だと思う。
記念品は毎年飾っています。毎年家族･友人と楽しみに参加していました。また開催してください。いろいろ
ご苦労があったと思います。お疲れ様でした。 40代男性・8周

* 案内がきた。趣旨に賛同し、自分に合った種目があったので参加。大会は大変良かった。スタッフの皆様がみな
さん一生懸命努めておられました！ 障がいのある人と一緒に走ることで、力をもらえます！ コースは地味にき
つくて楽しめました。記念品ありがとうございました。この大会が最後と聞いて、何が何でも参加しようと思い
ました。ジョギングを始めて、初めて参加させて頂いたマラソン大会です。お陰様でステップアップしていき、
フルマラソンも走り抜けるようになりました。てんとう虫マラソンのおかげです。感謝‼ 50代男性・8周

* フタッフから聞いて、趣旨に賛同して参加。大会全体は良かった。健常者のありがたさを感じ、障がいのある
方の皆様には、その頑張りに頭が下がります。スタッフの対応には、もっと声を出してほしかった。記念品は
例年と変わらず。　障がい者専用の大会は、なかなか他にはなく貴重なレースであったのに‼　
要は、費用対効果で、参加者が少なかったのでしょ！　スタッフは、参加者を集めるための努力をしましたか？　
おそらく惰性でやっていたからこの結果になった事を大反省してほしい。とても寂しい！ 60代男性・4周

* 案内が来た。自分に合った種目があったので参加。大会全体は良かった。メダルも10個持っています。この大
会は大変良かったし、コースも走りやすくて良かったのに、今年で最後とは…。寂しく思っています。 70代男性・8周

11回～15回の参加の人から

* 案内が来た。大会趣旨に賛同。大会は大変良かった。最初にコースの注意事項を細かくされていて良かった。
障がいのある方と一緒に走り、力をもらいました。72才ですが頑張ります。コースは大変良かった。今年は暑
さも厳しくなく良かったです。イベント大変良かったです。盛り上げようとする気持ちが伝わりました。長池駅
でのスタッフの丁寧なご案内 ありがとうございました。記念品、大切に保管します。宝ヶでの開催を含めたく
さん参加させていただきました。長い間本当にご苦労様でした。ありがとうございました。頂いた菊 大切に育
てます。 70代男性・4周

* スタッフとして、10回以上参加。大会趣旨に賛同。車いす体験を担当し、まあまあうまくできたと思う。

子供用の車いすを用意したかった。自分も体験コーナーでアイマスク･車いすを体験し大変良かった。
60代男性・スタッフ
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(京都府立木津川運動公園)

10才未満男性・2周
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