
6キ ロ辺りから走路は新しく砂利を政いたばかり砂剰道で、ゆや小石が確に入り、たり難し、 辛月HRaの おの特性

ツールは土踏ますが高くなっており、英処に小石が換まり10キ ロ辺りでは早くも肉目が出来た懐蔦 おい所があれば

100キ ロ完たは覚束無いと思い、面倒でも顔球につの除去をすることにする。凡そ5キ ロ毎にあるエー ドでは椅子に

rを 降ろし、性を向いだり、母合によつては■下も向いで小石のいとに完車を拐す。其の間に無数の強に,さ れ、時間

はいかるはのマイナス面は多いが、完走のおには必要は行おだとおめる。実は今回砂漠を走る時に使つた,い を持つて

来ていたが、走る前に装おするのを忘れてしまつたのだと簡単軽量で可也役に立つので残念である。

大自然の中のヨースであるが、何日も走っており、又ヨース表示もいいので、違う心配直なし、 それに今年はおえず

確かが前に見える。30キ ロ当たりで2メ ー トルを超える様な大男が歩いて違い強いて行く。此方はたって居るのに歩

く人の方が早いのだ。屈年の思いはするが、此れが現実だ。其の後からはたつたり歩いたりする人が来て、追い抜いて

行く。只この2人 は 100キ ロを走らずに消えている。

マラノンの距には5時 間半近く掛かつてお過する。Bは 共の前に沈んでいるが、黄害の時田お使いている。Eが 沈む

と傘くなってくる。上はランシャン、下は7分 のタイツでは率くなつてくる。向かい■となつており、と々率い。おり

かかった大会関係車を止め、自分の背的せ積んでいるとを呼んで呉れるよう頼むと、来の情的ならこのいにあるという。

直ぐにウィンドプレーカーを出し,お ることが出来た。こんなヨの良いこともあるのだとゼッケンは見えなくなつてい

るが、開にその後問題になることは無かった。ェー ドでの番号のHは スタンフが顔を■えているので、比方がゼ‐/ケ

ンを見せようとすると、其の必要はないという。何回も走っているので、向こうでは党えているのと

元気の良いランナー 2人 に追いなかれるが、この2人 は90キ ロ過ぎで速度が落ち、Finishに は使の方が先に

おいた。結局Finishに 優の前においたのは終的発行したニヨラスだけであった。長いレースは途中で故障を起さ

す走ることが■要なのだ。

50キ ロを過ぎると砂利道は適当に日まっており、■に砂が入ることが少なくなる。共れでも軍をいろせる所では'

相を取り出し、内刺の悪化を防亀 58キ ロの手前からは再び営装道路になる。60キ ロ辺りで4時 間違れでスター ト

した先項ランナーが追い抜いて行く。順■に走れば8時 間を切つての完走と思われる。暫く経ってから2番 目のランナ

ーが追い抜いて行つた 1位 2位 は略Ⅲ定の十分な時弱差があったと思うが、持果は逆転していた。如何に終生の余力

が大切かが分かる。

64キ ロ地点にあるSiagnaesの 町はこのレースコースの中では最大の町である。と言つても人口は 1000

人程度ではなかろうか? も う大Bは 出ているが輌3時 半の町はひつそりとしている。エー ドでプルーベ リージュース

を飲み、パナナ、バンを食べてAdaと に向かう。

先ほど走つて来たSweden中 央都を経断する幹換道路E45の ガー ドを潜るとAdakの 町は略南東に一直線の

方向にある。残るほ任は35キ ロである。向かい風であり、Windbreakerを 岩ていて丁度良い8じ で走れる。

そろそろ疲れも出て来て、5キ ロ毎にある距に表示までが速くにはじられる。正規のスター トしたランナーに頌体に

岐かれるようになる。見通しの良い所もあり、可也先を行くランナーも見える。時析いれ注う事は短く害営をおらして

応張をして呉れる。

85キ ロ当たりに来ると、前方に去って行かないランナーが2人 見える。優かずつてはあるが、人影は■かに大きく

なって来る。何時間か苗に追い抜いて行つた2人 の若いランナーに違いない。比方も技れているので ドンドンと差が賄

まることは無いが、様に90キ ロを超えた所で追い付く。追い出しながら活しを聞くと、100キ ロは長くいに力が入

らすこれ以上早く苗進4ま出来ないという。十分時閣はあるので章めずに前に進めばFinish出 来ると言つて、先を

急ぐ。

後 5キ rに も点でFinish時 間を想定してみると、 15時 間を切ることは可能をようだ。40分 ある。キロ8分

は一寸キツイが、何とかなる様な気がする。雑念を払つて只管に前に進む。Adakの 町に入ると、残 りは2キ ロ余り

となる。少し古けを落とすと大分業ではあるが、 15時 間以内の完走をするには薄とせない。何とか最後の機やかな坂

も走り技けFinishに 辿りなく。手うじて 15時 間を切る事が出来た。比れが保の70代 初めてのレースである。

シャワーを沿びマンサ~ジ をして女う。男女 2名 のマンサ~ジ 師が居り、体倍の良い女のマッサージ師が8ろ に時間

を掛け壊んでくれた。その後は学校の廊下でごろ寝をする。夕方6時 の表彰式までは何もすることは無い。

表形式の前に食堂で飯を食う。サラダに トナカイの承込んだものを好きなだけ食う。像は トナカイの内は若子の申は

あるが美味しいと思う。何人かの傾見知りの人達と踏もする。 ドイツやオランダから来ている人も多し、 1ほ 4日 は勿

由,10指 のぼる日からのランナーが来ている。ドイツの男女のランナーは昨年Norway北 部で 4日 間同じ所に居た

ねと苫し描けて来た。結構良く覚えているものなのだ。傑の方ではヨーロンパ人は全く同じ様に思え、全く印象には残

つていない。表彰の後は当局にHitchbikeの 相棒を像してもらい,SkelleFteaこ に戻る。Cari

と言うShelleFteaa打 外に住む、年配のランナーで、 lo時 出発でマラノンを走つている。

無事昨日パス停Tonasと 落ち合い、今年のLapland 100キ ロは終わつた。

このレースを走るための僕は6月 28日 にBangと okに 向かった。この時期ヨーロッパに行くには、日本やヨー

ロタ′ミの生空会社の運賃はおいからだ。多少時間が掛かっても、 ド ウセ年寄り色に何もとることはなし、 時■はあるが

金は会,な |― その特性を生かした生活をするのが良し、 長い時間も旅の一部と考えればいいのだ。

hBや は空会社を選ぶ場合色々者はする要点がある。安全性を最重要視する人も多いが、僕はもう大半の人生を送つ

ており、余り生命には執着はなし、 一番重視するのは付格である。次ぎに大手なのはマイルの付き方であろう。同じエ

ヨノミーであっても、券富とかBooking Classと 言われる複数の西倍の切行が売られている。航空会社に

よつてはマイルの全く付かない券もあるので注意 しなければならない。ヨーロンパやアメリカ往復の場合、マイルが 1

00%付 くのか全く付かない券なのかにより、3万 程度の正味での西営の差がある事を考としなければならなし、 買芭
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が3万 円安くても全体的には高く付く可能性もあり、またその逆のう合もあるので、出の要件も加味して慎重に選ぶ必

要がある。次ぎに大手なのかルー ト及び、乗り経ぎ時田である。場合に亀つては途中で一泊する必要が出てくる。そこ

で&光 の予定がある人に取つては、これは好都合であろうが、乗り雄ぎの都合上だけの一泊のお合、番しは別であろう。

更に機内サービスの良し悪 しであろう。食事、飲み駒、娯楽毒観、乗務員の歯慶、段内の快態等であろう。

Tha: Airに は殆ど毎年利用するがサービスは良く、何時も殆ど漁鷺である。満席になると僕には思恵が回つ

てくる。世の中何故か企持ちより貧乏人が多く、飛行機の席は安い所から埋まって行く。エコノミー席は綸臨でもビジ

ネスや一守はガラガラの場合は多いのだ。

航空会社は営業上出来るだけ、席を埋めようとする。エヨノミーの席教をより多く売つて少しでも収入を多くするこ

とに的める。エヨノミーの券を持つて居ても席に座れない人が当然出てくる。会社はこの座れない人にお願いして、ピ

ジネスクラスの席に座って頂くのである。Up Gradeと 言われるものだ。席を空け、単に空気を運ぶよりはこの

方が良いのだ。

このUp GradeLA31き で決めるまでは無し、 顧客管理は徹底 しており、マイルの会員の情報はどの会社も略

弟室に把握 しておる。顔様に利用している原客から優先 してこのUp Gradeを 行つて居るのである。傑8ta構 最

も任藤な切行を買つているので、本来は飛行慨の最後尾の席が日り当てられる害である。飛行を穏用する強会が多いの

で、殆どの母合Business Classの 直ぐ後おにある  Econo‐ y Plusと かExtrこ と言う

やや座席の間隔が広い府に座る。比れは乗り降りや出入りに侵利な庫だ。今回は成田で乗る時にBangko■ からS

tockhoimま ではBusiness Classで あることが決まつて居り、その構乗券を貫つていと

Bangkok空 港においたのは夜の 10時 頃であつた、 stocと h o lHlへの便は日が変わつてからなので、L

oungeで Internet等 をして過ごす。また、何年か前から持つているThai通 貨が 1000o日 分ほど残

つているので、比れを全部処分する発にお十とを買う。Annaの 娘、 Tomasの 孫に当たるJulieに

はThaittBarbie人 形をかう。残りでチョヨレー トを2箱買うと外賃は毎くなった。今年は比れで二つの外貨

を整理出来た。来だ残つている外賃は20ヶ 自分位あり、比れから出機会があればこれらは英の都度使い切つてしまい

たしヽ ヨ!き出しのゴミとはしたくない。

Stockholm便 はやや連れたが、気にすることは無し、 共処からShellerteaaへ の便には十分過ぎ

るほどの時間をとつてある。Thaiは Svre d e n人に人気のResort出 で、数年前のインド洋津波の際―

者は3000人 近かつた様に配ほしている。このおこの航路の機材はBoe一 ing 747で ある。 Stock一

h01‐ にこ― で乗り込んでいるのはThai AiI以 外には無 準ヽ に思う。Business

2-で 32席 あるが桑つているのは20人 程度あった。後で足を廷ばす為にE c o n oIEly Cla

C l a s s

3Sの コ宮を

一日りしたが、1席 も空いている所は無かつた。

E c o n olnyと Businessの 最大の差兵は店の大きさであろう。日及び前後の長さが大きくユンタツと出来

ている。乗つた機材は古く、席は水平まで明れないが、最近の機材では完全に水平になるものもある。次きに食事と飲

み的である。テープルクロス、ナプキン、食器等はそこそこのレストラン並みで、料理も其れなりのものが出てくる。

はみ的はEco■ omyよ りはグレー ドの高いものが用意されており、こ択校も多し、 そのほか、サービスの迅速性、

鎮慕頓湖や毒理が優れていることであろう。

これらの差具は金額換算すると,いお違 になるのか? は 空会社のそろばん出定と利用客の毎億判定は様々であろう。

Bangと ok― Stockhomは 成田―ヨーロッパと略同じ10時 間を越える飛行時間となる。通常この区間のB

usinessと Econoコ yの 毎倍差は 10万 円を超える。一時間当たり1万 円余計な出費となるのである。

慎は好んで野原や砂漢で寝る男であり、美食に抱りを持たないので、この出費を是としなし、 UAの カー ドを持つて

おり、UA便 に限れば、目疎濃は 10回 、ある程度以上の非■のEco■ o口 ▼を買えば、自動的にBusiness

に鼻れ、又国内換であれば専商申し込みによりBRH限 に一等に衆られるが、この特性を行使することはあまりなし、

ロロか成田でUAの 措乗手位きの原、15000‐ 20000万 円その身で支払えばBusinessで 行けますと言

われた事があったが、何れも断つている。尚、この会ABは 如人にも適用可能である。第希望の方は事情にゆとりを

やつて御連絡頂ければ、手捜きをまします。新婚旅行で格好せ付けたいとか、現に旅行をブレゼン トした方などには利

用Rは あると思う。

Stockholmに は29日 輌 7時 ごろに付く。乗 り確ぎは夕方なので時間はある。空港のShuttle

BuSで JunbO Ho3telに 行く。SAS Radisson Hotelは 道路を供んで― にある。B

oeing 747の エンジン等は取り払つてあるが、足回りや日体はそのままで、内部を改装して3‐4人 の日主を2

0余 り用意 してある。部屋の中も見せてもらつたが中々快おそうだ。空港からの無料バスも須体に出ており、観会があ

れば足非泊まつてみたいものだ。Hostelling  lnternationalの メンバーでもあり、 In‐

ternetで 千抱可能だ。

Swedenは この時期天気さえ良けれlIEで ある。空気は清々しく、荷物を背負つて歩くと薄つすらと汗をかく。

暇演しの為,田 道の標機に従つて人家の無い方に向かつて歩く。

事の少ない立派な荷装道路て道の百電は森林で、路Fに は常にな花が咲きおつている。4TMも の花が咲いており、

見専だ。写真を最りながらあるく。大Bの 位置からすると高に向かつて進んでいる。標機にはRosersbeTgヘ

8キ ロとある。Swedenの 道略標段は驚くほど良く出来ていて、道に迷うことは殆ど無い。昔からある道らしく、

宮傍には一里壊がある。Swedenの 古い距離表示はSweden Mileで あり、これは 10キ Hに 相当する。比

れでは表示距ほとしては長すぎるのであろうか、共の 4分 の 1、前まり25キ ロ毎に、石で出来た一塁標が整数を分敏

で表示されている。Rosersbergが ドンナ所なのか何の予崎知機もなし、 ただ退周安ぎに歩いているので、そ

こが ドンナ所であつてもいいのだ。往復 16キ ロ、ユンクリ歩けば結億な時間がいかる客だ。空港とは飛行侵のに発着


