
『米沢牛&温 泉ツアー』

2年 ぶりに米沢の 「おしょうしなマラソンJ宅

自己ベス ト更新 しているので米沢か長井かつ
・

那が地区の行事で都合が悪く、どうしたもの,

ラツンエン トリー最終日に、それこそ 1ミ リH

ソン申し込んでJと 言われ、「そんな風に晋段走らね人申し込むから倍率上がるあんで r
・・・Jと文句を言いつつパソコンでエントリー完了…ここでふつと名葉が (^_^)v…米沢の !

活縁露否を景ξn療 テ言葺景貴重ど&こ .1及鯖 岳払とを:こ ;圭 景生質と言冒と 告
…』半ば強制的に撮つてみた…そうしたら、自分はまだ走れないけど、同じく東京マラ

 t
ソンに自ら申し込んだという彼女の旦那さんがエン トリーするという事で米沢にエン

 |
トリーすることにした。もちろん自分自身の気持ちにもよりますが・…今回のこの大会へ

 f
のエン トリーは、2年 前初ハーフを走つて痛い思いをした事と、今年に入つてハーフ 2 1

回ともうまく走れてない事。それを振 り払う意味でも米沢だろう…ゲス トに末観慎吾選 r

手と、室伏由佳選手ここも大きな魅力だ律
ハハ
)v                   l

もう一人の応援部隊の友人Eを 誘う事により、米沢牛を食べて温泉に入つて来ると言う i

計画も同時進行となる…楽しい企画になりそうだ(A.A)              1

(ところが後日、今年は宇煮がなく玉こんにゃくと Tシ ャツが多加賞だと知 り焦る私だ
 を

つた(;0;)・・・でもちゃんとした牛肉を食べる場所も予定していたので、そこはホッとし 境

た)                                          r l】
当日、余裕がないと私が大変だと言うM、 Eの気止いで、自分たちが走るわけでもない ナ

のに朝 5時 半出発と言う過酷な集合時間にも快く付吉合つてもらつてとてもありがた 打

かった。

それにMの 旦那さんにおいては道中の運転と10キ ロヘの参加と言う、負担 (楽しんでく

れていたのでよかつたが)…持つべきものは友とちょつとだけ思つた(笑)

手中は始終 リラックス…予定よりも早く着き、時間的にも余裕…ここからはレースが終

わるまで私は単独行動…米沢は陸上競技場がスター トゴールなので、控重が観覧席とな

る。受付を済まして屋根のある観覧席に荷物を置きアップ開始…気持ちの悪いほど体が

軽い。・。こんな時はあんまりよくないつて聞いた事がある…つてちょつと思つた。開会式

の放送が聞こえる。時間的にも参加する予定ではなかつたが、何 しろゲス トを見たい…

で、開会式につ加…テレビのまんまだ…カッコいい…オーラがある…で、またサブグラ

ンドに戻つてアップの続きしようとしていたら今度は、末頼選手と地元小学生ランナー

が 100メー トル走ると言うアナウンスがあり、見たいので又、競技場へ戻り…ホント落

ち着きないなあ～と思いながらも小学生の本気 100メ ー トル走を見てなんか気持ちが

よかつた (ギ_^キ)

それから20分位アップをして汗をかいたので着替え…オッ !とその前にレース30分前
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の神頼み…後半の粘 りが違うとランナーズの広告に載つていたアミノ酸を飲む…更衣

豊で着替えていると白鷹で一緒になつたHさ んが来た…聞けば先週もレースに出たら

しい・・・タフだなあ～。若曽えを済ませてスター ト地点に並んでいるとしばらく一緒にな

らなかつた山形のT氏 もいた。久 しぶ りと挨拶を交わ しくこれも出会いとほ しくなる)

Hさ んとも大会で顔見知 りらしい、二人でスター トを前に敵笑…。Hさ んが『今日は 1

キロどのくらいで入りますか?Jと 聞いてきた。自分では 5分 10秒位と考えていたので

そう言うとrぃっっも最初連 く入 りすぎて失敗するから、今日はそのペースについて行

くJつて言つてきた…刺激になる…スター トの合口で走 りだし…やっばり体軽いな～地

に足が付いていない軽さではないが…田子に乗ると流れちゃうと思いながらl km…4分

42秒 …えつ?間 違つてない???連 すぎ(°o°)…でも今日はちつとも苦しくないし、

無理にペースを落とすと上がれなくなるから今回は走れるつて言う酪覚のベースを大

切に集中して行こうと思つた…Hさ んもぴつたりと後ろについている。T氏 と並走しな

がらしばらく走る。先のランナーで気になるのは、最初に飛び出して行つた、☆色い蛍

光色 adidasのユニフォームを着た女手R(ラ ンナー)・・・あそこまで行きたいと、漢然

と思う…2,3,4,5 kmずっと5分切り、なんと5 km 24分9秒 …でも今日は行けそうな気

が・・・費色の女子Rは まだ先に…焦らずゆつくり…9km手前くらいで トップのランナーと

すれ違う…しばらくして女子の トップも来た…Hさ んの話によると、彼女は来年 40歳

…学生時代長距離をやつていたらしい。"どおりで走る姿もスマー トだ…折り返しが見

えてきたところで黄色の女子Rぐ っと近ずくも彼女も私の気配に気づき抜けそうで抜

けない・・日(そんな追撃も功を表し10飾では48分 31秒…過去にない50分切り…タイム

に驚くも身体はそんなにギリギリ8は ない。・・やつばり調手いいのかも今日は)そして折

り返し手前でなんとか抜き、折り返して 「あと半分」と思つて気持ちを盛り返す。折り

返して問もなく、あの責色い女手Rの 息づかいが聞こえてきて今度は並ばれた…今は、

無理に競わなくてもいいって思つたので今のペースでつけるだけって思つて走つたら

やつばり前に出られてしまった…そんないをついたのか、ちょっと養が付いてしまった。

でも諦めた訳じやない…まだ長いじつくり追って行こう(行ける…練習してるんだもの
…と、珍しく自分を信じた)13飾 過ぎて又、責色の女手Rに 追いつき並んだので相手

が少し落ちてきていると感 じ前に出た…もうこれで抜かれたらいいやと思いながら思

い切つて前に出て離した…15 km l時間 13分 09秒 ここからは多分みんなが苦 しいはず
…。体の異変はない てまだ 6キ ロじゃなく、あと6キ ロと思う…ここが大手…私にはこ

の部分が足りないって常々思う)こ こからは、気持でカバーできない足の重さが襲う…

案の定今まで4分台て刻んできたラップも5分 を超えて来た…でもほとんど自己ペス ト

ベース (よほど失速 しない限り)・・・今日は給水も2回 しかしていないのに供調だ…こう

なつたら自分との機い…頑張つて足を進める…貴色の女子 Rが 気になり振り向いたら

かなり離れていた…もしかしてダン トツ女子 Rl位 に続 く私は 2位 ?… でも足が重い

(〉X)… 残 り2 knのところで後ろから来たおとうさんランナー 「よ～し、あと 2キ ロ俺

が引つ張つてやる !!」 と大声を出した…自分自身に気合を入れてるようにも思えたが

私も付いて行こうと思つた…そのありがたい声もあり残り l kmの表示…もう少 し行 く

と右に出がって陸上競技均…頑張れ自分…ペースは確実に落ちているけどまだまだ自

己ベス トが狙える…ようやく競技場の中に入り残リトラック300m… 最後の直線に入つ

たところで応援部隊のMと Eの 「きつき頑張れ !!!」 その声に押され気持ちよくラス

トスパー トの走り…今日はイケてる…(^A)v・・・ゴール…タイムは?1時 間 45分 47秒 …

距離も私の時計ではハーフより少し長いかな～?… と思うと私にしては大ペス ト…し

かも4,50代では 1位 …女子全体でも 2位 のおまけつき…頑張りました。責色ろ女子R

もゴールして私のところに来てくれたので、『今日は一緒に走れたから頑強れました。

ありがとう。Jと お礼を言つた…本当にそう思つた。Hさ んも 『私に付いて、走つて今

回は苦 しくなく気持ちよく走れた」と言つてくれた。

友人たちはお腹が空いただろうに、表彰式があるためまだ足止め…すまん momと 思

いながらも…何と表彰式のプレゼンテーターは男子にはゲス トの室伏選手、女子には未

観選手…やつた !!!オ リンピック選手と握手できる…ワクワクしながら待つている

と、ハーフの表彰になつたら、アレッ?… いない?… こつそりと係の人に問いてみると、

帰 りの時間の都合で中に入つてしまつたらしい…残念で仕方なかつた…こんなチャン

スめったにと言うかないのに(〉r)… それでも表彰は輝 しくメダルをかけてもらい…賞

状をもらつて…いい半日が過ごせた。

さてここから半日は、米沢牛に温泉…下田べをした 『黄木』と言う店へ行き米沢牛でお

腹を満たし…さすがに疲れもあってか、私は消化に時間がかかつたが・・・体買もよかつた

ので美味 しかつた!(^^)!…食後すぐに温泉とは行かないので 『上杉神社』でぶらぶら…

『妻夫木聡』も食べたと書いてあつた、ウコギのソフトクリームロは食べたかつたが身

体が受け付けず、Mが 差し出してくれたスプーンで一回、妻夫聡の気分を味わつた?

さあ～締めの温泉につかリツアーは無事終了…走りもお腹も済たされとても充実した

一日でした。最後に…マジで友人M、 E、そしてMの 旦那さんに感謝です。ありがとう
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