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西オース トラリア州の9地方の一つKimberley 地 方は日本の国上より15%ほ ど大きい。南津 10度 近辺

のこの辺りは篭燥熱帯である。日本の 10月 に相当するこの時期でも気温は40度 を越えることがあり浸度も高い。大

会当局の日程より1日早い4月 22日 午後集合地のKununura(カ ナナラと発音されている)に 若いた時も強烈

な太pJの下ムッとする暑さで、直ぐに汗が吹き出てきた。ホテル入りの後,堪 らずプールに飛び込む。

今回このレースに参加する事にしたのは、オース トラリアの東側には何回か行つているが、Perthの ある西オー

ストラリアには行つたことが無く、行って見たいと長らく思つて居たからだ。其処には一昨年ゴビを歩いた時、一コ問

同じテントで生活したPrendeville4兄 弟と彼等の友連のBillyが 住んで居る事も大きな理由の一つだ。

レースの前は彼等一人 Jamieの 家を根城にPerth近 辺の観光をし、レースに必要な食料の調達もすることが出

来る。 Perthか ら聞いたこともないKunururaに 行く飛行機や宿の手配などもJamieを 通して行つてお

り、大船に乗つた積もりで現地入り出来たことは幸いだつた。持つべき物は良き友である。

もう一つの参加理由は走りの仲間に会う為だ。何人のアメリカやイタリアのランナー、南極で一緒にたつたオース ト

リアのChristianな どだ。

22日 はKimberiey Grandに 泊まつたが、23日 は其処の予約が取れて居らず、 1キ 'ほ ど離れた

Country Clubに J alni eの 長男Jeremyと 共の連れのKattieを 残して全員が移る。荷物は 2

4日 にCrandで 装備点検があるので、皆 Jeremyの 部屋に置いて出でる。部屋は大きいが、Prendi一

ville御 一行様、10人 分の荷物は半端な量では無い。倉産の中で寝るような物であろうが、それでも野外めテン

卜で寝るより増しだと思つてもらう他無い。

夕方Country Clubに は日本からの多加者も集まり、食事を済ませ早めに角眠する。

24日 、200人 近くのランナーの装備の点検は時間が静かる。調り当てられたテント番号の若い方から点検が始ま

り、我々の点検が終わつたのは昼過ぎであつた。最後に装備の重■を潤ると10キ ロを若千超えていた。今回は寒きの

お配は無く、寝袋や衣頚は権力押さえることが出来たが、食料はやや多めに入れたことより、それ以下には出来なかつ

た。之に水を入れると、出発時の総重量は 13キ ロほどになる。

その後レースの注意事項など説明がある。毒蛇にはまれた陳は、その場に留まり用意した包特で止丘し、動かないで

次のランナーのコ来を待つことや、ヨース上で大をもようした時の紙の処置などの説明があつた。

Camp地 に向かう。パスで一時間半ほど走った所がCamp地 だ。この問民家は一軒もない。只管碑らに鴻木が生

えた枯れ草の原野をパスは走つた。

Camp地 には馬跡形状にテントが張られて居り、反時計回りに番号が振られている。Prendiville一 擁

とその友達のテン トは21-23ま であり、比較的入り口近く便利な場所にある。 Jamie、 Carry,Bil―

lyの 3人 はゴピからの知り合いであり、それにもう一人のオーストラリア人 Jin,Denmark 人 2人 、と我々

日本人 2人 が今回同じテントで寝食を共にすることになる。

今夕と明朝までは比較的好きな物を食することが出来る。夕食には観、朝食にはマグロの缶請を夫々用意した。それ

以降は完全に脱水した食料を持ち運び食することになる。味や香り、食感などを云々する余裕はなし、 インスタン トラ

ーメンなども踏み潰し、米粒状にして持ち運ぶ。麺などと呼べる物では無い物を食べることになる。構と重さは小さい
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方が良いのだ。正に生きて走る為に食う生活となる。食う為に生きている人から見れば、およそこれ程狂つた生活はな

いであろう。

お湧をといで、食べ頃になるとHeadiampを 消して、もくもく日に流し込む。見ていて食歓が湧く代物では無

いのだ。食事が済むと暫し焚き火の傍で星を見上げたりした後、眠りに付く。 Sleeping Matか らは地熱が

伝わつて来て、暑い。通常砂漢では陽が落ちると極増に気温が下がるが、ここは余り下がらない。周りに若子のは物が

生えていることによるのであろう。マットの上にE袋 を敏き共の上にシャツー枚で寝ていても額には汗が浄み出る。東

京の東夏のをさに似ている。虫除けスプレーを使えば蚊の心配が無いのが幸いだ。

25口 6時 半にレースの説明が行われる。何笛所かの渡河、ヨース上に生えてる様のある植物の注意事項である。こ

の日破AustraBia及 ミNew Zealandの 拠日にあたるANZAC Dayで ある。第一次佐界束0中

にA口 strolaa及 びNew z● alandの 連合軍の破波者の迫いの日である。黙梯、Auseralia日

t― 、レースは 7時 に始まつ亀

気温は研から30度 を超えているようで、程度も高い。今年は未だ本格的な暑きの中で走ったことが無く、水分の取

り過ぎによる日の変調を起こさない様に何時にも増してユックリと歩くことにする。身体にお度の負背を掛け、短時間

に大量の発汗を連けるにはこれ以外に無い。それに外部冷却だ。ただ湿度が高いお合は余り外部冷却の効果は期待でき

ない。障害津けるためには、ユック'進 む意外に無いのだ。

スター ト後暫くは幅 2-3メ ー トルの凸凹道を歩く。やがて沼木が疎らに生え、その下には刈れたぼほどの事の生え

ている原野に入る。先に行つた人たちが作つた、車がなぎ日された凸凹の道をおむ。ヨース上には影の出来るような大

和 く、BRお され″て巾 くぃ

B'4■ 輸り聴臣般― fラ ノンと同じだと出発時には2リ ットル強の水を持つてきている。ほぼ コ0キ ロ毎にホ朝撤酌ぼ

出来るが、どの楠お点でも水を満タンにしてこく必要がある。補治所間の移動には3時 間を予定しており、この辱きの

中では最低2リ ットルは必要なのだ。エー ド間で水を飲み切り、エー ドで更に十分に飲み、激タン欄おの様 り返 しであ

| る 。

1 2番
目のチェックポイントに向かう間に二つの渡河がある。幅の広い所は10メ ー トルほどある。性を出いで裸足で壊

る。聴ほどの採さで、流れは霞やかである。水は生ぬるいが、書い身には気持ちが良い。幅子とシャンを言らし、対岸

で硫をほき直す。

ヨースは時として事の通つた跡のある道路となる。事に行き逢えば埃の心配があるが、争い事に来なかつた。この辺

りの地形は殆ど平坦で、上り下りは気に成らないが兎に角をけヽ

エー ドにないた時は正午少し前であったが、テン トの日陰で水を飲みながら、スポーツ用スナック、ナッツ、乾肉な

どを食べて昼食とする。

次のチェックポイントに向かうが、景色が変わる訳ではない。単宮なヨースだ。殆ど枯れている足元の■はいぐらい

の高さの所もあり、肩を超える様な所もある。草の多い所はス トンクは邪度になる。片手に持ち警えて革とのほ抗を減

らして進む。事の生えて居る地面は岩石の所もあり、塩を含む上が日まつた所もある。いずれにしても凸凹で トテモ歩

き摩し、 時折、背中の水袋からチュープを介して水を飲むが、これで燥茶を入れれば頃合のユ度であろうが、水として

は旨いとは言えない。

チェッタポイント出て督く進むとヨースを問注えてことに気付き、直ぐ引き返し、本来のヨースに入る。 Janie

の家族に出会 う。3人 の息子とKattieの 5人 が前後しながら遺つてくる。子供たちは初争加で全てに戸虚つてい

るようだ。内刺とお挫に悩む者が殆どだ。特にPatは 脱水症状が臨く、すれ違った時はJamieが 付き添って任か

な本陰を探して寝ていた。顔色は若自で、可也酷いようだ。

途中3箇 所渡河があるが、どれも4-5メ ー トルの川であつた。仕舞には化の履き変えが面側に成り、其のまま渡っ

た。如何もこれが,肉 刺の発生を促進 したようだ。次第に面足奏の全部が若くなつてくる。明らかに肉親の発生である

が、対処方は無く歩き続ける。こんなに早く肉刺が出来るようでは完走はトテモ無理との思いが出てくる。

又ある渡河の前では下生えがおそうしてとしており、Stocと を71・Bに 抱えて進んだが、川に若いた時には一本し

かなく、慌てて戻る。途中後から来るランナーに聞いてみるがその様な物は落ちて居なかつたという。Patが 休んで

いる所まで戻つたが見付からない。蔚めて又川まで戻ると、其処に2本 のStocと が並んでいた。如何も落とした均

所は紛失に気付いた所の極傍であつたようだ。

最後のエー ドを出ると、直ぐに凸凹の車道に出る。後 10キ ロであるが、この 10キ ロが非常に遠く感じられる。D

は傾きだし、やがて落ちて行く。緯度の低い地域では日が落ちるとアント言う間に晴間が防れる。前を行く人が

Hcadiampを 付け出しているのが見える。保は面倒くさいので共の侭進む。Camp地 には路面が全く見えなく

なる前に若ける害だとの思いからだ。

Campに は6時 少し前に若いた。 11時 間弱を要した事になる。この時点で明日はレースから出薄することを決意

する。初日に内刺が出来るようでは到底 250キ ロは不可能だ。

水を3本 、4.5Lを 賞いテン トに向かう。

夕食は冷涼乾燥のLamb料 理を食 う。少■のお汚“入れ 10分 程待てば、そこそこの味となる。後は2本 の水をシャ

ンに包み枕として寝るだけ亀 テントに掃つて来た仲同は皆脱水症状を呈しており、吐き気や気分の悪さを訴えていた。

幸いに供はその面では問題が無かった。速度を田整することにより、日鵬を壊すほど短時間に大量の水を飲む必要が無

い状8が 維持できた為だと思う。

寝る前に内刺の処置の為Medical Tentを 訪れる。対応してくれたのは日系4世 の山崎医師であつた。住

とは以前に3度 会つている医師のBrandiを 通して既に面通しは出来ている。母国語は当然英語であるが、血筋的

には権じり気のない生枠の日本人である事から日本語で対応に勤め、モント日本語を勉強したいと話していた。好感の

やてる30そ こそこの医師であつた。
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