
麻的ンは油電トラ峻ふ【キのの、神

乙 フ rしこぅ
じテt/r2,め かどが ゥ/Ч、)み 卜 aw分 た胸子実 え″物

拶
食 F子がが

｀
子すlcH乙 ぅヽ■

｀
ぅた

｀
あっ乙へみJぅじゃ チ「み卜 み`研始 つ れ 、  … … 古

スコ…′/の工)ぞ天局ば、客どR亀ガ/R
みどコ未す'衆〔二…。 角ヽ ゎゲ、今好むがぁ一・モ、/げあ?ご｀

ワr3せマヽ1て レとし`子じたo

ぜ号、子八客守、大局ざ落】つと分き作)研
tt β

ステとィ後r二TS
7後う夕とす』浮おえて停、約 スデーシタン子ど

｀
ながガみぅ/A・,

チモと′、ラ′↓と竹らtrク`ッぜしみ。

て人/J存とえで、今ぞ歩とみ、ウン′ダの弯ダ朱t,tニガ出1を″と
え家と『安く激匂が`ごミユし律O

ネす働Attfユ3、寡封g~客象み ヵぐ矛―rュfく夕欺rど,みモ
烈tはヽとり! 今 烈久r式`、ム弁の/りθゃoの実イCぞ風会ば、
わたぐたっゥ其匁孝及みtt/rィ3/Pぐ卜みま 、
あ～存r二だ

｀
βモ ニ作 でしtた、あのかせよ~うぜ、

今オ`ュ6o卜 むた,巧宅う″Aて、石汐t,研ず、、こ丹 t`t手したo

楊打夕の(何、βステて
い
形 Fレr,とでtど、乃つ`T卜)み,ご

せてt/コ tユした い。ど

ダ今針!=&ミ
トエ7(晶俳脅す″てられえてぃ

実,ヨ々え侯の禄後のあヽ,ぐワど、者'夕ば",r二t二寺″p、なぃ
弟ぐ角―が

｀
ぅみてる存r,ネむさら8、″ぐレてうでレ`律0

ス芝子̀母、ルゎてのaスス かつめての主作告ていぅ其tめ,ご、
全く余杉卜が`/Aぃまこ多魯わてしテぉ卜のぜ研が、

今独 工いル々とッこイ々つて夕みラゐ、て孝:しヽ 1,とも ゴ`Tユとが
｀

ごt卜っヽ7ぶ……こ乃1・ヽ十T。
陽好_4A t手げり白蕗 工 、外株Ⅲ業主 恋ずだ バ`手ゎが ンヽフリ
ぢatュ回計に、わ】で窃 だ、食 丹年偽マ針時、セ鎌 、
大殉の中、立ギ tェ偵ぅでくれ律ッと、考 くリスジヽンフのすRf>長えデみで

lD煮やti津家 なく虻ダt`r本当rュ入●XD卜【えレ`ヽ

る様 はこ虎 掬ヽ り摂モ守奪うぜし`いt押いごす。
てしT、んののかれみのちヂみt,ぃ、か寿を身ドスチシンモギ、
材う仔7ヒイ長付たして不くってあッDぜウ ジ`ご、1予す。
イし、均人公〔>関 つ)「ュルくのよ 、々季当r>ぉ液 れれ ご

tした。

ンンす卜のぢ程負、スみγ7の袴審後、/クθゃけてンソンか材を十▼れでし律0

液 域 ド臼、ゎ ん ジ雰て,Jし
,r尋

ィ十の含を解並 ヵ‐ヵL体を、Bあ とト

縄 ぁ>の外ひデ   ~~｀
…′ツTす′こチrO少`ヮ

 /汀牛とi
177Lあ五は子Fイひたい渉Fうびんぼtl予りl187a中もか溌″たハと,F″不めュあトリひ夕し2与乙こュっし
各ヽ鶏 伊39ル「tがぶぅと ぃひリフユテしT_

ま中2,タュぁとた。  |.|モ狩L夏ふ卜＼らヒ弁tが,弔すしがった

毛」ケ子み行テう
′各・

r罪義:!中隊り=2工こワtt2,町>こ え1))チ=2″
′′,■ ■  =■ _   ′ ′″行ユ3フセーゴ・/ Jウ″し手f棋

oOキ ロマラソン L>ゃ あ ― な る

1984年9月15日第 1号発行～

997r08261磐岡市美原町30-24

,A02:Oi5(212〉31669
_つタクo2夕′Fa772ダ拡 淳 _

2つ ′0キ /θ 月之 ′
日

僻景子絡れどを、す塚二済ざ品滋:ダぁごが

うメ/,H・
・モうゴご`しヽましrio ″fr生 : 予′_ラ



■ Ooキ ロマラソン じ ゃ ぁ ～ な る

997r0828:鶴岡市美原町30‐24

1984年9月15日第 1号発行～ 2つ′θヴθツ/日

Ｍ
満

習

崎
あては、な一 人riむええ魯 tご`たユこttとしましたo

みきわtノて)yン b′｀ ~

生じ|じ争孝2'a銘 翻IP,ャワ7ランタa処 告こ
ここ数年、鶴岡での3日 間は、 1年の中でも、もっとも感情が豊かになる日です。菊地さん、スタッフ

の皆様、ランナーの皆様、本当にお世話になりました。楽しい時をありがとうございました。スタッフの

方々、雨の中励ましてくださり、安全を確保してくださり、本当にありがとうございました。

今年も、出者の無い余計な 「プツ」を持つてきてしまいましたが、土曜日の保育国での活動 (ボランテ

ィア)も 、子供の期待を裏切 りたくないし、開会式はやはり必出なので、やむなく連れて来てしまいまし

た (しか―し1・ ・・・なぜ子供に受けるのかは、全くのなぞです。へたくそだという自党はあり、大人

には聴かせられたものではないのですが、鶴岡にも毎年来ているK野 氏の説によると、多少下手な方が、

子供に受けるそうです)。

この大会の楽しみの 1つは、まずは羽田空港での再開にあります。今年も、斉藤先生、岸さん、石渡さ

ん、吉岡さん、悦津子さん、一原さんご夫妻などなつかしい人と再会、妙に、ほっとする気分に浸ります。

飛行機が下りる直前、「悪天候のためしばらく旋回 ・・・・」。東京引き返しにならなければ良いが ・・・

と思うも、約 10分 遅れで着臨

空港では、菊地さんと、美佳さんや悦子さんをはじめとする美人スタッフの方々に出迎えていただき、

皆で、記念撮影。その後、開会式場に車で送つていただきました。途中、とつても美味しいかなり黒つば

いカレーをご馳走になりました。丁度その頃、大雨であちこちの交通が乱れていて、スタッフの方々は、

どうも、かなりの方が開会式の時間に間に合わなそうだという連絡を取り合つておりました。結局、開会

時

冒卒争篠醤異済ゑ蟹管酪夙晶紙 後名詠しよ換 との再得や挨拶のひと時です。押井さんは、今年は故障

は大丈夫だが、枝豆の収穫で練習不足どころか睡眠不足とのこと。原さんは急に血栓が出来て ドクタース

トップとのこと。河野さんは 10数 年前初めて会つたときは、妙にひとなつつこい (怪しいやつ?)、と思

いましたが、今ではこの大会の重要キャラの一人と確信しております、などなど。

さて、開会式のメイン (?)で ある、各出走者のスピーチです。皆さん本当に話しが上手い。以前、丹

代さんに、ご指導を賜わる機会がありまして、「山下君はじやべりながら考えているからしどろもどろにな

るんだよ、話す前に、しゃべることをちゃんと考えておかなくつちゃ」とのことでした。そこで今回は、

2週間ほど前から、こんなことを言おう (今年の夏は熱かつたので、おそらく皆さん練習不足で、また、

本番当日も暑いだろうから、無理せず、事故のないよう、早めに走るのは切り上げて、開会式に備えまし

ょう)と 考えていたのですが、どうも本番は涼しそうだ。そこで、直前になつて悩み出し、別のことを考

え始め、さらにみなさんの楽晴らしい挨拶をきいていたら、ますます悩み出し、とうとう自分の番。「え―

つ、う―つ」としどろもどろになりかけたら、美佳さんのきつ―い一撃 (なんだか忘れたが、「しっかりし

ろ !」みたいな感じ1)。そこで、かろじて立ち直り、自信をもつて先に用意していたことをしゃべりまし

た。美佳さんからも 「明るくてよかつたよ !」とおほめのご評価 (?)を いただき、とつても嬉しかつた

です ぅ～。ただ、残念なことに、丹代さんは、電車が間に合わなくて、私のスピーチ?の後での到着でし

た。
ついで、各地で各自で行われているであろう前夜祭?も この大会の楽しみの一つです。私は、若林邸で、

美佳さん、河野さん、内出ファミリー、杉出さん、高瀬さん、伊藤さんその他大勢の方々とご一緒させて

いただき、楽しい時をすごしました。料理は、魚のお任せ何とか (?)と いうのを頼みましたが、若林さ

んが魯岡を走る人たちのために、岩牡蠣を残しておいてくれて、これをこのメニューに組み込んでくれた

とのこと。嬉 しい限りです。

さて、宿泊したホテルのα-1の 10階 は、数年前、河野氏が 「お化けが出た」という部屋らしい。し

か―し、残念ながら霊感の弱い私に1ま全く何も感 じられず、翌朝まで十分な休息を取ることができました。

翌朝、池田さんの運転で河野さん、西山さんと会場へ。池田さんには毎年、本当にお世話になつていて、

しかも、今年はご自身は出走せず、また家庭の事情もあるのに、本当に本当にお世話になりました。池田

さんのことで、実はもう1つ感心するのが、本部ちょっと手前のゼッケンの読み上げ。どうしてあんな遠

く (100～ 200m)か らナンパー読めるんだろうと?感 心して本人に伺つてみた所、ゼッケンを読ん

でいるのではなく、「人」を見て、その体型、走る姿、ウエアーなどの特徴で識別しているとのこと。さす

がです !!1大 感心 !!!。

さて、スター ト前の時間もわくわくするひと時です。ここ数年は体育館の脇側の出入日付近に位置を取

っていましたが、今年は先客との関係で、河野さん、西山さんと正面出入日付近に位置取りました。丹代

さんが、足を見せに来まして、相変わらず太い足を自慢しにきたのか?と思いきや、涙ながらに (?・ ・・

涙は出ていないけれどね)故 障と、その後の筋 トレによる筋肉の回復を解説してくれました。丹代さん、

完走できると良いな、と思いました (鶴岡の 11時 間という制限は、誰にとつても相当厳 しいものと考え

ております)。

粕谷砂さんに、「ランナーっぼくなつたね」と暴言 (?)を 吐き、たぶん毎定。でも、ホント、かつこよ

くなつたと思う。
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