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居るので,生 のBungdowに 有働を■いてもらう。

比処には小さなメ■もあり、多くの魔に,スをけめたと中が集まつていた。共の内、初日財キの出最年少牟加者の父の

― という男が娘とす持に写真を投つて呉れと言うので応 じる。娘の名は Kinberbyと いい 19歳 だ。担予 3人 でこ

のいスに出たが、今回全員が,械 車をしている。前 のJohanne8bwか ら来ている。彼等に勝われてEnnaC研 碑 に

行く。出段から小川沿いに 24Hほ ど岩母を登つて行く。川の水はこんでおり、そのままで飲料となる。途中には択山の

注な機の付いた岩が見られる。昔海底であった証拠である。注の模棟は大小様々で実に美しし、 僕のカメラはいスの前に壊

竹 岩
を言言i岳

なし、 敏等に額んで写真を撮つてもらうが、結局メーP7ドレスを変換していないので、写真の転送は永久に翔

渓谷の行き上まりは高さ 100メールほどの絶壁と成つており、其の上部から水が糸状に流れ落ちている。滝登は 100 x

50メールほどの綸円形に成つている。10人 ほどの人が思い思いに泳いている。供も泳いで見るが、水温は畜工でこれ以

上上等の'・ウは無いと思われる。

督く泳いで●路に付く。

大会口係者が時力立ち寄って行くが、様も後をCamp地 に連れて行って呉れる者は居ない。僕の意思に反 した何ら

かの力が働いているに違いなけち自力で行くしか無いと覚悟を決める。明日の研までにCaコ p地 においていなければ、

最後の区間を歩くことは出来なし、 暗くなつてから、荷物を背負って、荒野の中へ向かつて歩き出す。Chanpを は

や饉 lS tW以内の何処かにあるに違いないとの想定に基づく、角のない探査行である。Headla■ lpの 現かりを頼 り

に出由に沿つて8時 間ほど歩く。事は 30分 に一台ぐらいしか出会わなし、

道の出に軍を降ろし、一体みしているとVanが 泊まる。中から降りて来たのは鼻一
色の服装をした大きな男と、2

人の30前 後の女性であつた。男が着しかけてくる。自分は警察で名前はDunと 名乗り、この時間に一人で何をして

層るのだとnく 。Raceの Camp地 を探して歩いていると応える。場所は分かつているかと云うので、全く分から

ないがそう遠くは無い客だと応える。この原野の中で覚束無い情報で歩き日るのは危険なので、事に衆れという。何が

危険なのだと切り返す。放牧中のと牛が突っかけてくることもあり、この先 15キロも行くと朗の居る所もあるという。強

日は出来ないが兎に角車に衆り、Emma corgeま で戻れて云う。彼は大会の書旬の為派遣されている様で、大

会当月には逮格を取つてせるとも言うので、事に乗り、領り出しに戻る。

9時 を過ぎた頃であろうか、々えを取り仕切つているSamが 迎えに来て、やつとCamp地 に辿り者く。自分の″い

になくと、皆今までの政れてぐつすりと凄込んでいる。空いている母所を保し、Rり かけていると、又起こされた。最

高責任者のMary、 Brandi,山 崎医師などが来ており、比処に日まることは,典 の3れ が高いので又ELコ a

Corgeに 戻れという。医者が何人もむつて、8典 問題を云々されれば、反出しても無駄であろう。他の人の速意も

考え、いかにルトを去る。主は者としては問題を最小限に抑えたい気持ちは理解出来る。来れであるならば、t7卜以前に

慮染の危険性を僕に納得させてほく必要があり、共の時間も十分にあつたのだ.

侵の怪我に対する日験は当初より余り■大とは思つていなし、 打後や切り毎で当初より大した清みも無く、事故直後

には,スを最ける気に成っていた。おかに2,フトルの情血bi必要な外毎3ま優0で はないであろう。唯、担当医の意見は最終

日はいスコ材を歩くことは十分可能としており、大会当局医者の何人かもこのことを聞いており、業の時模の明となな向

も伝えてあつた。怪我― による自党できる体力、気力の章えは無く、早く'スに復帰したい気持ちは当然ではなかろ

うか?大 会当局者の意見では保は病人であり、自分の前物を連どことはしては成らず、単独で帰日は無理なので承様に

迎えに来て責えと言うことであつた。保険は十分に掛けてあるので、家族の出迎えは必要があれば、受け入れるが、必

要がないと断つた。呼ばれた家族も比れとしてやることも無く、樋時田の問に景脚離を練し、何も見もせずトオ
・
帰りで

は面白くなかろう。

又Ⅲに乗つてEmma Corgeに 戻る。もう宿泊の受付はおまつており、Maryが 余分に予約している小畳で

泊まることになった。最終区間を歩くことは出来ないが、ヨ
・
ヤ地点で皆に会えるように迎えの=を 向けると言つて、皆

はCamp地 に帰つていつた。

5月 1日 、いスの最終日だ。迎えの事に乗つて,スのFinish地 点に向かう。この地は昨日傑がとたる情報もなく

歩いて目指した地点と大きく配違っては居なかった。幹線砂利道を峠日警察に拾われた地点から5れ ほど先に進み、小

さな看板が出ている者千れい道を左に曲がり、2ヤロほど先にあるOasisで あつた。宿泊施設と琢トランなどがある観光

観 注
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Enコ ● Gorgeに 収容仕切れなかつたStarfな どはここに泊まつていた。Kateの 姿を見かけ、近行つ

ておをする。彼女とは 406効 のたスで会つたきりで、その後は時折メ■の■り取りがあつた。今回もこの,スに僕が

う加するのを知り、自分はStaffと して'加 すると言つて来ていたが、今日まで会うことは無く、何かあつたので

はと思つていた  Icelandの 火山畑鳴により、飛行機が遅れ、岩舟ラ'7入りが遅れたのと、保が 3日 日から厚 を

はれていたので,スの最終日に漸く再開が出来た訳であつた。

R々 、彼女が新しい付子を買い、古いのと二つ持っていたので、古いのを借りる。帽子が無ければこの口差しではなら

ない。生だらけになつた優の何子は捨ててしまい、ツタ
'ラ
スは壊れて、これも始末していヽ

今日の胸ほはじキロという。今回は川越が多く、内閣かられ由が入り、多くの人が8染 により,スをけ念している。最後

の日にこれ以上負街者を増やさない為に、川越を避けたコ;を 選定したのと 出走は三波に分けて行い、最初のラントが元

気にFinishに 向かつてくる。このラントがお合任貯者でも、また一番元気なラントでもない。彼は最初障 ルトした夕
'

いデの中では間違いなく最も早く元気な,本 に過ぎなし、又、途中は世ルをしており、R々 この区間では一番無毎であつ

たのかも知れない。何れにしても、1コ間の■スの後に先頭でFinish出 来ることは幸せな手である。

一週m,ス の後の余力の差は大きい。5キロを郷 分前半で走れる人も居れば、2時 間近く掛かる者も居る。厳しい自然

R残 の中を200キ ロ余り踏破後の身体状況は各人により、大きく異なるのだ。早く走れる人には共れなりの事びはあろ

うが、善段の歩きの速度の半分で遅々とした歩みの果てにFinish地 点にヨ逮する人のMの 方が大きく後まで残

るのではあるまいか?

兄弟、観子で参加しStaffも 含め一族の参加者が 10名 を教えるPrediville一 家の面々も次々に入つて

『もらうどの傾も皆良いほと成つている。完たの後はと
・
ヤや清

で団倶をする至福の時だ。予想以上のたりが出来たと喜ど、

かったUmberto等 とも暫し路をする。Austria

ish地 点に来なかつた。何が起こったのだろうか? 彼 は

野く落ちをいた後、Prendiville一 族に加わり記念写真に納まる。英の後は夜に開会式のあるEmma

GDrgeま マ
ギスで移動する。

日会式はStarfや 家族なども含め、300名 近い宴会となり、野外にも声フ
・
ルを設置して行われた。食事は

Burret Styleで 好みの物を選ぶことが出来る。飲み物はPrediville家 の長男のPaterと 決

夕
砂Garyが 所有する 150年 余りの歴史を持つ十ストラ,アでも有数のWinery Sandalford産 のものが

とる。Brandiな どは候は痛人なので飲酒は不可としているが、同じ医者であるJ aEli eは ドンドン飲めという。

似
ま自己責任でわめられるまま飲むことにした。 Predivill● 一棟にPerthか ら来たと中が加わった大き

をほ団に□まれ、Wineも たつぶりと飲んだ。

′,中 の,・ィテ
・
オの放映や、レー転 要の薄があつた。今回特に特徴的であつた事は高配であつたことに加え、注河が多か

っとことであったという。共のおりであろう。兎に角暑く、内村が初日から出来た。暑きの為1熱 中長に掛かった人は

電せを超え、用意した点湾剤が足りなくなり、ヘルフ
・
ターでの結綸が必要となつたという。

上位入賃者やBest Sportsman策 の表彰も行われた。Best Spo r t slnan賃 にはJamie

,8ば れ本当に良かつたと思う。B者 の理由はレイもなみず、負傷者(僕のこと)を助けた事による。共れであれば保に病

けまで付き添ったFrankが モ,卜相応 しいが、彼は別な理由で完走が出来なかつたのでE考 外になったものと思 う。保

α考えではJanieに は人としてSportsmanと して、いスを通してモクトは大な事を成 し選げたと思える。今回

初
めてこの様なレ材に参加 した後の 3人 の息子を全部完走に導いたことだ。優が投守に会う時は、Janiも は何韓も家

Jの内で一番最後のラカーに付き添い、必要があれば休ませたり、介産をしたりしていた。直ぐ上の兄弟Caryが 言う

ょはJamieは 人の面倒を実に良くみる男だ。共の将りだと思う。中々厳 しい出技の中で出来ることではない。住自

身も極限に近く疲労しているからである。一族の売走者の中で時間的には役が一番悪い手からもこのことが盛える。

亮に角rスは終わつた。僕はヨ材全体の 3分 の 1しか走は しておらず、楽 しみにしていた峰大な自然を見ることは出来

をか
ったのは残念である。 しかし、事故のお陰で、今までに無い慕晴らしいものを見た様な気がする。其れは人の心の

事
しさである。

鬼ず知らずの赤の他人が怪我をしているのを見て、その場を通つたラン十違は全員足を止め、何か出来ることがあれば

tようとしたことである。怪我は軽微であると思つているので、はっきりといスを綻行することを告げたが、動かすに居

よ々うに皆でい止、岩性にはたわるようにといい、止血に動めて呉れた。何人もの人は保がおで病院に向かうまで、見

撹
つてくれた。命を大切にする気持ちは全ての人の心にはあるの亀

翌2日 Bloome経 由でPerthに 向かう。空港に向かうハ・スの乗り降り、空港内での移― 泉の際には自己"

5~時
的身体障害建侯辞を呈する人の姿が目に付く。僕は 5分 の 1しか走っていないので、若子の外傷を残 して,特 に

,陶 な員常は無し、

Rに帰り若くと、早速 Jamieが 脚立を持ち出し、市萄協のあるへ'ランタ
°
の塀に上り、弦の労定を始める。何をする

`か臥いて見ると、今晩のパ十 のため飾りつけをするのだという。足は内おだらけで弾立に登るのも大変であろうに、

』
一杯にt飾 換を通わせToshioの 字を模る。今日は保の最後の晩に成るので藤の丸焼きで送則会をする事になっ

_おり、フ
・
ロポン炊きの夕

°
ルには申刺しの豚が既に焼き上がりつつある。もう一つのメルには牛、羊、たなどを焼く導情

、出来ている。一体どんなパ巧とになるのだろうか?

広しツ
・
イウク

・
キッルの豊の一面には横に広い大きななの様な碗が褒られており、共の中に,スにう加した一族の写真と名

1が
レ卓中の背景と共に描かれている。供の写真も2枚 入つている。怪我をして歩いている姿、スタート前の無傷のものであ

脅菱熱、既騰 、概が猪蛇;亀秩超
亀?像すら二えすぐ)と,イ`ル.沌吹十佐砕が米権てぃぅ。
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