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がその前のHさ んにも近づくため少しずつ追って行つた。(お腹痛い(;_:))Hさ んを追つて―
倍に

距離を詰めて行つた前の女子Rは 私がHさ んを強いたところで、その前に出て私の次の目様になつ

た。Tさ んも心なしか、追えない距離ではない位にいる…それなのにお臣は限界 (:_:)・…最悪民家に

駆け込もうかなどと、走る事に集中できなくなつて来た…時計を見るとまだ 1キ ロ5分 10秒 を切つ

ている…その時、監環車が脇を通り過ぎた…よほど助けを求めようとしたざ 亭 に乗つたら途中楽

境になつちゃうし、とも考え声をかけそびれてしまつた。もはやお腹の痛きの事しか考えうれなく

なつてき■。次の総米留モ舟tすを求めようと決めなんとか、14キロ過ぎの給水所におき係の人に「す

財二後盟練魂耀還 、為桃岳ざ3務IIユニニ::景盆la
した)。まだ少し痛みはあつたが、取りあえずコースに戻らとごゃ…何分経過したんだろう?パ ニッ

クで何度も時計を押したりしたので分からなてなうた…
よラやくD一えに褒つたけれど、きつきま

でのコース上のほわいはすつかり消えたように思えた…走ろうとするも、水分も何もかも出し打っ

てしまって今まで調子よく刻んできたリズムを取り戻せず…残り2回の給水所ではしつかり立ら止

リポカリをたつポリー杯ずつ補給し何とかゴールヘたどり若いた (トイレ後の給水所で監察員D人

が 『お腹大文夫ですか?」 と気違つてくれた。きっと連絡が入つていたと思う…ご心配かけました

mこ_)81)

ゴールタイムは過去ワース ト2位 で 1時間 55分 54秒…走る前は距離穂ぎのつもりで臣んだレース

だつたのに、いつの間にかスイッチが入リトイレの後、水分を補給出来た残りの 2キ ロも立て“せ

ていたので終わつてみればとても惜 しいレースだった(卒ド…でもモチベーションが下がる中、最後

まで諦めずに走れたことも次につながるいい経験が出来たと思つた…それになによりすがすが しい

気分がした(ハ.^)

そうそう、さつきおいといた旦那のハーフの結果は、金競技の中で最終ランナーと確信 し、途 中か

らずつと付いてくる最終車のプレッシャーと足の痛みに12キロ過ぎでリタイヤしたそうです。1,も、

私が知っている限りの機習でこれだけ走れたので本人は満足しているし、立派なもんです (^一
A)

前にも言いましたが、同じ時間をたまに共有すると、会話が増えますよ…マンネリのご夫婦にはお

勧めです(^ゴ)―☆

菊地さん、スタッフ・ランナーの皆さま。今年も御世話になりました。。。

今年で15回 目の参加。。。 今 回は、完走どころか9周 もしたことがないのに

なぜここまで継続しているかを考えてみました。。。  哲 学者みたい??

初めて鶴岡に参カロさせて頂いたのは第 13回 大会。なんで鶴岡を選んだのかは

覚えていませんが、漠然と20代 最後の記念に29歳 になったら、10oキ ロ

レースに参カロしてみようと思つたからです。それまでは5キ ロレースオンリー

で参加していて、今では考えられませんが、コツコッ練習をして、 16分 台ま

で時計が出るようになりましたが、故障との戦いで、真剣に走ることに嫌気が

さしていました。 100キ ロはピクニックみたいな印象で練習はしなくても大

丈夫だと思い、現在同様、ほとんど練習をしないで、5キ ロレースをやめて約

半年で体重が15キ ロ以上増えていました、、、 (今 はもっとですが、、、)

そして大会当日、、、  元 々、なにも下調べをしていませんでしたし、(現在も

ですが)走 友会等にも加入したこともないので、誰も知つている方もいなけれ

ば、ペースも判らない。 一 番びつくりしたのは、5キ ロオンリーの時は、給

水なんてしたことがなかったので、私の感覚では、走っている途中に、水分を

取ったら、絶対に横つ腹が痛くなる。。。 (食 べ物なんてもつてのほか !1)

100キ ロ完走する場合でも、せいぜい50キ ロと80キ ロあたりで、一日位、

ヵ、こヤス′で少し休んでから走るのかな??と思つていましたハ_
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にヤバいと思い、水を飲みま したが、、、 こ の状態で水分を取つても手遅れ。。。

しかも、この 5周 でやめれば良かつたのですが、半分では ??と 思い、 6周 し

た頃には、意識が朦朧 としていました。。。 た まらず、控室に入 り、スター ト

前に乗つた体重計に乗ると、 8キ ロ以上落ちていました。。。 座 つたら、意識

が飛ぶ と思つたので、ひたす ら立っていましたが、最悪の事態まで考えました。。。

来る時は、若林 さんの車に乗せて頂きましたが、まだ昼間。。。 現 在 とは違つ

て、この頃の若林さんは、完走を目指 していたので  (今 もかな ??)、 帰る足

がない。。。 誰 も知 り合いはいないし、救急車を呼ぶわけにもいかない。。。

(この年は、なぜかNHKテ レビもきていましたし、、、)

貧乏性なので、タクシーとい う考えはまったくなかつたです し、こんなところ

に来なければよかつた !! な んで来たのだろう?? と 自分の情けなさを棚

に上げて自問自答 していましたが、もう駄 目だ。。。 と 思つた時に、、、

「顔色が悪いですね !1 大 丈夫ですか ??」 と声をかけてくれた男性が、、、

見るとスター ト前に、体重計の前でお喋 りしたランナーだ。。。 多 分、ろくに

返事も出来ない状態だったと思いましたが、、、 す べてを察 してくれて、、、

「どこに泊まつていますか ?? 着 替えてくるからちょつと待つてて !!」 と
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七竹 今抑 ドい規舟ヤ〉立 セギ 今oけ ―ロゴロゴロ形ィォ為 にど■■いう

ら"Fせ
言い、まだ昼間なのに、身支度をはじめて、車を持ってきてくれました。 こ

の私の命の思人が、池田さんでした♪ で も、ここからが大変で、、、 脱 水症

状 ・貧血 ・低血糖 。熱中症状態で車に乗せて頂きましたが、車酔いと吐き気が

凄くて 「ちよつと止めてください !!J「 もう駄目1!!」 Fなんか飲み物ありま

すか??」 等々、わがまま言い放題でしたが、すべて聞きいれてくれて、なん

とか宿泊している駅前ホテルに到着。。。 そ して、最後の気力を振り絞り、部

屋まで行き、洗面所の ドアを開けて、 トイレで思い切り吐いたところで記憶が

なくなり、その場で、意識を失い倒れました。。。

意識が戻つたのは翌朝。。。 (15時 間後位 ??) は じめは、なぜこんなと

ころに倒れているのか判りませんでしたが、思いだし、、、 「 あ !!」 と唇を

動かした瞬間  ビ ジビリ!! と 凄い音がして、唇が裂けて、血の味が、、、

それを手で押さえようとして手を動かすと手が撃り、起き上がろうとすると、

腰と足が痙撃を起こし、まつたく動けない状態に、、、  こ の時に、大袈裟で

はなく、本気で思つたのは、、、

重大な後遺症が残るはず。。。

と。とにかく、最低でも鶴岡、、、 欲 を言えば山形県を出てから病院に行き、

大会のことは墓場まで持って行こう」  そ して、致命的にならなかったのは

車の中で池田さんから頂いた、500mの お茶のペットボ トルを全部飲んだこ

とで、もしも8キ ロ以上体重が減っていて、水分補給もス トレッチ等も一切し

ないで、この状態だったらと思うと、今考えてもゾッとします。。。

「多分、私は死ぬか、仮に生きたとしても

私にできることは、大会に迷惑をかけないこ

この年は、水曜日まで有給を取つていましたし、宮城県の鳴子温泉に2泊 3日

で宿を取つていたので、とりあえずこの宿を目標に立ち上がり、駅を目指しま

した。。。 (ア ルファーワンから駅までは通常5分位ですが、20分 以上かか

りました) 動 いているうちに気分だけは、多少良くなり電車酔いで途中下車

はあったものの、夕方には温泉宿に到着。。。  ト イレに入ると、血尿もだいぶ

良くなりましたが、、、 病 院に行く気にも、温泉に入る気にもならず、最終日

の朝に足湯をした以外は、ほとんど寝ていました。。。 (な ので鳴子温泉はあ

まり良い思い出が、、、(汗)) 結 局、鳴子から職場に電話をして、木 ・金曜日

も休みをもらい (大 笙定でした、、、)、翌週から出勤しましたが、しばらくは、

足を引きずつていましたし、完全に治るまで2ヵ月位かかりました。。。

でも、不思議と思い出は美化されるもので、、、 翌 年の鶴岡は絶対に池田さん

に御礼を言うために行かなければと思つていましたが、、、 こ んな経験は初め

てでしたし、次はもう少しなんとかなるのでは?? ま た100キ ロに挑戦し

てみたいなぁ～～という気持ちが強くなり、図書館でランナーズを読むと、、、

12月 の神奈川県の江の島100キ ロマラノンが直前まで申し込みをしていた

ので申し込み、この大会で90キ ロまで。。。 そ して翌年の4月 の鶴沼 100

キロマラノンで、なんとか20代 のうちに100キ ロてゴール ;ることができ

ました♪ こ れではまってしまい、(江の島100キ ロはなくなりましたが)鶴

岡と鶴沼は連続参加が続いています。 私 の場合、異常なほど人見知りが激し

く、私のほうから話しかけることが、めちゃ苦手なのですが  (特 に高瀬さん

や山下さんのような尊敬する偉大なランナーは、いまだに緊張して目を見て話

すことができません。。。)、同期の石崎さんをはじめ、少しずつ話かけて頂ける

方が増えてきましたし、片隅のほうですが、私の居場所が、できつつあるよう

で嬉しいです。 (現 在は 「河野」と言えば、完全に 「かわのさん」ですが (笑))
これもすべて池田さんのおかげで、池田さんがいなければ、嫌な思い出だけで

終わつていましたし、絶対に続いていませんでした。。。

2年 目以降はずっと往復、池田さんの車ですが、はじめはレース後の帰路は気

持ち悪 くな り、車を止めて頂いたり、減速 して頂いた り、かな り気を使つて頂

きました。今でもレース中に給水はできますが、給食はゼ リー等の軽いものが

限界なので、(多分)レ ース後は体重が 5キ ロ前後は落ちていますのでスムーズ

に帰れないこともあ りますが、、、 最 近は レースで 「手抜き」を覚えて、 3周

で棄権 した り、このままだと 「もう1周 行ける !!」 と言われそ うだと、本部

手前で時間調整をした りと、若子の余力を残せるようになったので、成長 した

と思います ?? 本 当は実力をつければ良いのですが、ここ5年 間は月間では

なく、年間練習総走行距離で、 100キ ロを大幅に割る有様なので、いかに手

を抜いて、1周 でも多く走るかが、課題になっています。。。
へつザく


