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孫軽及酸輯 とポI筋艦環:ダ宇IЧ
温海駅伝大会 201は 10。10

毎年主人の会社の受好会が出増していますが、今年は50回配念大会ということで何と24区問。

社内だけでは人数が足りず、菊地さんにも助つ人で走つて頂きました。しかも中学女子区間を!

大好きな若い女子に□まれてきぞ幸せだつたことでしょう。

主人はアンカー。前日子供の効稚日の父兄ソフトボール大会でピッチャーをやり、後遺とでケツがおい

言いながら出走。途中どんな独特だつたかは知りませんが、最後はな外と余裕で発走してました。

菊地さん、R邪 を押してまで走つて頂きありがとうございました。でも、この次(茂木杯?つくば?)は日邪

ひかないて下さい。なんだか大会のたびに具合が思いと言つているような気がします。

19口 !!!iのはit1 0 0キ l,を振 り返 って     ヽ  判   章
'1:年の大会は,ことを'11旨して スター ｀ヽラインにヤ:ちました。その唯 ‐のギ14声は、 8)Jと t研の

英式歳ての大会で 8時 阻41分 という、lti分にとっては久 に′ぶ りの好 タイン、でしたり

しか し、いさ走ってみれば 5()Kを 5叶 瑚の|,学が 2()分 オー′ヽ一、'キ前f勺充走はとうかな

と思いつ )́、6川 Hも ス亡― 卜↓た落ちて行 くばかり、 7用 !1が終 J′した時点で くまだ走れる状

とではあったが,リ タイヤ伍キ。 lt)OKに 柄かないと判断 したら気力が火われて しまいまし

た。続けていれば 90Kmは いけたと思 う。体育館です方になっていて も、終 了後宿の温泉に人
っても、充足感がなかった。 以 前i初めてここでlll問1句先走てきなか ったときは、足を引きず

りなが らもこんな気持ちにはならなったn

今年の稿は第一ホテル魁岡、 立派な浴場があったて,何 とか先,として充足感に満ちた気持ちで

風もに入れればと思いま t″たが、今夏の奥武蔵`よ9時 間 45分 と昨年ょり1時 瑚以上雄い、ま

た2j巴軸前に楽軟体操中、腰を捕めて しまい緒骨1穴へ、そういうことで今年の置標は 80Km

合格、90Kな ら十分と思 っていました。

昨年はタイユ、にこだわるあまり、足だけが先行 してい くようなたりになり、その反有として

気持 ちだけは余裕を もってと考えました。開会式での私のスピーナと企然述 うと言われて しま

いましたが気持ち的にt注真災はありませんで した。 今年のプ「]に岩浪さんが角庄悦 子さんに、

結婚わめてとうごさいます。

対会式後の夕食は 1‐府林】へ、内|11・岸 ・疋1月ファ ミリー、ュ!!ヽ
‐
、十Ⅲ野さん も加わ り寧会状

態、深酒とまではいかずとも、述常 レース前はこういう席に出ません、先走絶対という気持ち

は洋かったと思います。

当対朝、 クタシーの運転手さんが、雨になるとの テ報を伝えて くれる、少 しくらいの雨なら

OKだ が ・・・。会lDに若 くと木部市iでは スタッフの方々がナ ントの設甘など準備中、 しば

らく,ま体ff鮎の中で談笑 したり、ストレッ声したりしてのんびりする.時 計係の ビス トルでス

ター ト、 しば らくして岡さんと一緒に走る、彼女は故障なとで準備不足、一過問前に足首捻控

て先走は処理と話 していました。前半は 一原さん、出下さんとも走らせて もらう、4用 日を走
っているとき!JI下さんにいま4周 か 5陪1』かを本ねました。|を1分のサ析 |を見ればす ぐに確認で

きるのですが、4用 iギであるのが怖 くて、ついつい胡いて しまいまt夕た。 4周 品で した。 5周

14だったらよかったのにと思いました。走 って 1,いない,】!"!を胡辻 うくらいだから調子はいま

ひとつだったのでしょう。

5用 日Bス テの手前、左足ももの真が耗箸、結構輛い !兄かねたスタッソの判脇さんが汗ま

みれの足を伸ばして くれる。何とか1文まり、なきなが ら様 Fを 兜̀ る。 世E「iな0寺問を貨や した。

最近は糖分より塩分に注意 しているので塩分不足ではない。 Bス テ再スターート砂利道の辺 りて

また配学、純留的な気持ちになる。それでも前半の貯金があったので 50Kmは ほぼ 5時 間。

昨年とは違 う、ひれてlfとか頑媛ろうという気持ちになる。 1'!間 ある弱
=命を一周 10分 ずつ

使 ってf子くつもりで後半スター ト。 llJじようなベースで走 っていた石□さんに弱廿を吐 くとC

ステ50分 ルールもあるので最後 まで頑張 って くださいと励まされる。石ユlさんはいつ もの調

4で なく普しんでお られ、おrtぃに完走を目指すという共通の気持ちでつなが っていたと思 う。

7堀 日に入るとき胃酸を抑える瑳を飲む。 この用回の途中で衣川さんとIⅢ会う Fこれが最後
の十ャンスか も角iれないので頑張 ります 1の 言葉を残 して別れる。

9用 日、ル代さんや宮内さんと前後 して走る、高脚が強 くなる。ナ!代 さんはエー ドでの人気
が絶大、宮内さんは根界が きているにもかかわ らず白分のベースを維持 している。

10風 日、 2Kmの 標裁のところでまたまた虚学、両の中立ち止まる、神が試練を与えている

のかと思いました。 ここで残 り60分 、 7分 /Kだ 。 Aス テまでは リハビリ走で、Aス テでは

カス欠状態にも気づき残 っていたにスケ ットを食べる。 3ス テを過ぎて哨 くなっているのと強い

衛で前方が 見えなくなり、コースのコ!断に迷う、 ・足先に出ていた丹代さんの姿がぼんやり見え

そちらに向かって走 る。 タイムを気にせず走 りたいということで本1;以外ではタイと、子ェックを

ほとんどしていない、ラス ト2Kか らゴールにj工づ くにつれ、4可とか時朗内にゴールできる喜び

が少 しづつ閉いてきた。激 しい雨の中でゴール、本部スクンフの手伝いを tフていた間むつみさん

が自分のことのように専んで くれた。 10時 瑚 53分 57秒 !!1011参 加の中でもとて も思い

出深い大会となった。

強い雨の中、最後 まで応援 してくださったスタッフの皆様、べ当にありがとうこざいました。

鶴問だから走れたのたと思います、いろいろ力を ',えて くださったことに感謝 しております。コ
ース上で応援 してくださった多くの方々ありがとうございました。声をかけて くれて雄一さん、

白幡さん、澪川さんありがとうございました。T・l!枝さん、前夫さん、京trさ ん、恵f巳さん、由美

さんお会いできてよか ったです。終 r後 の風とiは披高で したぃ また打会式て挨拶する機会 もいた

だき、減にありがとうございまと″た。
アーチェリーの1]体選手でもあった奥出来秘さんお技れさ主で した、そしてありがとうござい

ました。

最後におみやげで船人 した ギ本長1商店 iの 状物は家族に人 F々評でこ′た。
―ス中にいろいろおWrlいした好神仕、卜!枝神と、4 K r R手前にある祭子と中のall社の料:様ありが

うございました。
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飛烹マ号ル材山せん旅ち累が`来た。平健是り井れたゎミ人気宅行■H
たネ/pば。み遅婚ちaギいぅ。オムa子亀ず`tぶ升午ぇ日ホぃサチ太ず`Lス

大会当日の午前中はウル トラロ和て、 子レナーにと ,て夕1朱41で主,りました力や、ヽ

方!ま31Km付 近で持病のイ「ヒザに負担がかか ったのか、空なヤが t′てたれなくなり

ました。

その後ウオーキ ンタに切り替えて様 キを魁ることにし、rL.l班かオいとろうと試みる

も桁 くて我世ができずに歩きに徹 し、 21H致 しましたふ

しか tンヽ やつばりというか、その根界がきて 5け K nlて,タ イヤ~す
ることになって

しまい年船分 (6 7 Knl)ま での距離をとのはいl Jt呆たせませメンて こた、

百村の練習ではす ぐやめてしまう気持ちが、巴前1ではいつ ものことてすが、スク ノ
フの皆様の応援 ・ランナーたの交流で長 く結 t たヽものと感赫 しております。

また、 来年の大会に参加いた したく、iいし込み致 しますのてrkるしくおWrlぃ,"し上
'デます。
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9月 12回 の第 27回 黄金街道 100キ rfィヤ ″`′シ太公から、すfiくもlヶ月が過ぎ
異常な松井も終わり、や っと秋らしくなりまt′た。

記録表、沢山の写真をお送りいただきありがとうございました今わ礼の手紙が遅れ
ユに申し訳ありません。

′卜負先麻q距]コ′ス.

と黒います。人静に株骨 Lて あります。


