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う。現在の Slndiumは 1895年 建造のもので、当時は8万 人を収容していたが、現在は4万 5

千人としている。元々比処は紀元前6世 紀から競技場だった所であり、紀元前 140年 には5万

人収容の競技場があつた所だ。

観客席には多く家族や、走り終えた人たちが後から入つて来るランナーを見ながら寛いでいる。

競技場を出るとメダルと飲み物を渡して呉れる。英の後、チップを返却して、Dm8808の 家に向

かう。彼等との約束では僕は遅いので競技場で牧等とは会わずに直接バスで家に向かうことして

いたのだ。

パスを乗り経いで一時間ほど後に家に戻りつくと、約束の場所に健が無い。仕方が無いので、

荷物を玄関前に置き、海まで散歩に出かける。2時 間ほど歩いて戻つた時はスンカリ暗くなつて

居り、彼等も戻つていた。彼等は傑が酎由出 した時競技場で見ており、写真も撮つていた。

シャワーを浴びた後、-1路 cP‐ け に行く。レストランには20人 程の人が集まり、夕食

と歓談をする。何時も一緒に凍習をしたり、レースを走つたりする仲間だそうだ。半分ぐらいは

前にも会つたことがある人であつた。RHけ は2時間程で終つたが、ギリシャ人は日本人の様に

は酒は飲まないのだ。全く飲まない人も居り、ピールもフインもホンのたしなtP4け であつた。

酒の神パッカスのいるギリシヤで人々が余り酒を飲まないのは奇異と思えた。それにしても日本

人は酒を飲み過ぎる様だ。之は日本人が魚を沢山食べるからであろう力、 英語では Dink like

Sshと 言うそうだ。又食べ残しの食ぺ物は全て廃葉するらしい。Dow Bagで 持ち舟る習慣は

無いらしく、この点は日本と良く似ている。

レースの翌日DIo8308は Pineusの 病院に8時 に出かける。病院までは一時間余りかかるが、

電の途中、Dro880Sは自分は憂む気味なのだという。経済的にも家庭的にも不満はないが、2週

幻に 1回は人の死を見ていると如何しても、明るい気分には成れないのだという。辞の気分を晴

らす唯一の方法がたりだという。たつて居る時は暫し、気がまぎれるのだ。医者の仕事も楽なも

のではないのだ。

彼は集中治療室の主任で、現在島者の一人は■頚た の父親で、こん睡状態でいる。後是 5ヶ

月になるが、快復の見込みは無いという。僕が行つても何の騒みにも成らないが、知らない人で

は無いので行くことにする。丘を登り病院に近づくと、め回田コはある建駒を指し、あそこに自

分の96歳 になる母が居る者人ホームがあると指差した。病― の時は毎日散歩に連れ出すそ

う,亀 96歳 で町を少しでも歩けることが出来れば幸せと言うべきだ。

前にも来たことがあるが、大きなヨントハバ~を 見下ろす丘の上の G位 問b病 院である。特

別な上着を着て、集中治療室に入る。 12床 あるベッドは済杯だ。ほぼ中央に居る■理能 の父

親の方を揺すると僅かに薄目を開ける。之が唯一の反応だという。皮膚に注い赤紫の斑点が後方

此方にあり、何かと訊くと薬剤による止渡の経日の痕だという。

何日か勤務をして居ないので、当直医を全部集め会議をするらしし、 2人 の女医を含め9人 の

医者が一室に集まり、写真を撮らせて貫い病院を後にする。

空港に向かうまでには2時 間ほどあるので、町を見て回る。比処はアテネの東にあるギツシャ

最大の港町だ。大きな観光船が何隻も停泊している。乗船ゲー トは10ぐ らいあり、中は索がつ

て居り、桟橋沿いに歩くことが出来る。Rコ けも沢山あり、乗お開始のおもある。車の動きが忙

しい所もある。

港を暫く見た後、市場街を見て回る。街角では今が句の栗や萌挑を売つている。常設の店では

魚、肉、野菜果物が陳列されて居り、種類は豊富だ。

空港行きのバスには正午過ぎに乗り込む。空港までは約 1時間半かかり、英の大半は海岸沿い

に海を見ながらたる。アテネの町を通り過ぎ、今朝来た道とは反対方向にたり続け、1時間ほど

でDros80e家の傍の停車場を通過すると、30分 弱で空港に着く。

16時 の飛行機でBan■ Okに 向かい、2時 間弱の乗り維ぎ時間で成田には当地時間の 16時

に付く。両地間の時差8時 間を足し引きした16暗 田がアテネ成田間の乗り経ぎ時間も含めた旅

行時間となる。

今回の総費用は航空運賃 135000日 、とお十産代を入れて15万 円程庁であつた。現地に

友人が居ることによつて、貴重な体験が出来たことには謝したし、
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12月 5日 (日)午 前 10時 00分 、地下鉄大薄公田駅に着き徒歩で平和台陸上競技場に向かう。頭上を旋回し

ているヘリコプターの音が、陸上競技場前に駐車している放送革やバトカーが、いやがおうでも緊張感を高める。

今回は、毎年の連れが「結婚だあ」「お産だあ」(もちろん本人ではない)「怪我したあ」などでみんな都合が悪く、

たった一人の福岡となった。         _

今年は9月 下旬から自分なりには
“
いい練習

"が
でき、ある程度は行けるだろうと思っていた。その後の結果

も知らずに。12月 とは思えないほどの暑さで太陽の日差しが
Ⅲ
熱い

"。
アップの時から水を多めに飲んで、アー

ムウオーマーと手袋も外してスタートラインに立った。

12時 10分 スタート、走り始めはいつも苦しい、息が上がる。「まず い い位置を !いい位置を !」と思いなが

ら走る。「遅くはないなあ、速いかな?」 と自問自答しながら2k m通 過、6分 46秒 。「速い !落ち着け」と自分

に言い問かせた。大渡公園を1周 しいよいよ福岡の街へ、公園からそれて大通りを左折すると本コース、毎年見

ているがなぜかテンションが上がる大都会の風景が飛び込んでくる。

沿道の応援はいつもながらすごい。今年も10月 に走らせていただいた藤島地区駅伝、私が走った 「野田目一

三和間3km」 での沿道平均応援にぎわいを応援にぎやかさ単位 「1ワイワイ」とすると、約3hュ 地点の福岡の

応援は、今年は好天も重なりいきなり75側～8000ワ イワイに達していた。

応援を励みに5h地 点通過、17分 46秒。少し速いがだいたいプラン通り。

初めの給水はいつも素通りしている。給水を取るために、集団の中での位置を変え、水を取ったりなんだりする

のはリズムが崩れてしまうのでそのまま行く。でも必ず優しい人がいる。自分が飲んだ後 「どう?」 と差 し出し

てくれるのだ。「人り好意を無げに断るな」と死んだばあちゃんが言っていたので、間接キスも気にせず飲みたく

もないがありがとうと頂いた。ちょっと飲んで、隣の人に 「どうで」と差し出すと、「いいや」と断られた。彼は

核家族育ちの人に違いないと思った。(このくだりは、昨年も掲載したが評判がよかつたので今年も入れてみた)

9km地 点までは直線道が続くが、ここでのペースの落ち著きが左右する。久々の暖かい天気で体が動いた。

ちょいちょい前に行こうとしたり、下がってみたりする落ち着かない自分がいた。マラソンなんて、ただ
“
とが

だ
"ど

ご走っているだけだろうと思われるかも知れないが、なんやかんやと相当考える。

10km通 過した。この5k m18分 13秒。タイムはちょうどよいが、安定しないペースにやや息苦しい。

このとき私の前に、背中に 「筑紫大学府Jと あった緑のシャツがいた。ゆったり走っていて後ろについて走ると

とても楽だった、遅くさえ感じた。私は「菅原道真は学問の神様、体育の神様じゃない、このままでは遅すぎる !」

と思い、大学府の前に出た。このとき私は
“
体育も立派な学問であること

い
を忘れていた。

空はすみ渡り、日差しはさらに眩しくなってきたるこの陽気に誘われたのか、沿道の応援も帥 ～9000ワ イ

ワイ辺りまでヴォルテージが上がっていった。15k m地 点通過、この5k m18分 15秒、いい感じになってきた。

給水所で水をとり、日に入れてうがい程度で吐き出す。16k m過 ぎの舞鶴橋跨線橋がこのコースー番の高低差。

毎年思うのだが、上りに入るとなぜかみんな頑張り集団のペースが上がる。息も上がり、上がらないのはタイム

と男ぶりぐらいだ。

18k mが 過ぎだ。自分の体に 「えっ、なんで?」 と思った。集団のペースについていけなくなったのだ。自分

のスピー ドが落ちている。腹筋のどこかが痛んで力が入らない。「どうすっで」とプチパニックになった。この集

団の後ろに、あの 「筑紫大学府」もいたのだった。彼からも先行されて離されていく。離されながら 「ああ、体

育も学問だったかぁ～」と気づいたところで、もう遅かった。

一人走りになって20kmを 通過した、18分 43秒 。
:ペースが回復しない。原因がわからいまま何とかこらえて

走る。博多駅を右手に見て大きく左折、自分が宿泊しているホテルのわぎを通る。朝、出かけるときは 「ここは

余裕で通過できるな」と思った場所だ。 しかし現実では、余裕の 「よ」の字もなく、むしろ棄権の 「ん」の字ま

で見えている状態での通過。1■rnほ ど走り福岡国際会議湯交差点を右折し、折り返しに向かった。「折り返して

ここまで帰ってこられるだろうか?」 (帰ってくると39kEl地点)と 頭をよぎった。

25k m地 点に来た。この辺は大型店が立ち並びその買い物ついでの方々の応援が多い。それでも上位の選手は

勿論のこと、こんな下位の選手まで旗を振って応援してくれる。求晴らしい市民だなあといつも思う。この5km

は20分 18秒 。ここで20分 かかってしまっては完走が危うい。しかし、走りながらの修正は絶対無理。この大

会はタイム関門が設定されていて、5kmご とに 19分 30秒で切られていく。「やまがだがら、飛行機でわざわざ

来たあんさげ、走らせでけろ」なんて言っても通用しない。容赦なく収容バスに乗せられる。それよりも何より

も 「棄権しました」なんて、帰ってからいろいろなみなさんにとても言えない。

いつばいの選手から抜かれて、しかしペースは上がらず、301コ地点が見えてきた。あと20mく らいまで来た

とき係の人が赤い旗を持づて時計を見ながら道に立ちはだかった。そして 「lo秒前、9,8」 と読み始めた。「お

お、やばい !切られる。」と私はダッシュし 30kmの シートを通過 したとき 「2」と言っていた。ギリギリだっ

た、通過のとき思わず胸を出して走ってしまった。ちょっと盛り上がった気持ちを整えて、またがんばった。す

ると、後ろに車がいてスピーヵ―越しに 「こちらは第 64回 福岡国際マラツンです。沿道の皆様、応援ありがと

うございます。ただ今、最終ランナーが通過しております。… ・」とアナウンスしていた。「え、俺、げっば?」。

そうなのだ、私の 1秒後で足切りされているので後ろにはランナーはいない、つまり私は最終走者。すごいこと

になってしまった。ただ、ビリを走って改めて感じたことは
“
日本人はビリにあたたかい

"と
いうこと。朝日新

聞で出した選手名簿の 385番 を探して 「かわの一 !」と幾多の人々が応援してくれていた。記憶にあるのが、「か

わのさ―ん、がんばって下さい !」と叫んでくれた 30歳 前半の綺麗なお母さん 3人 、赤ちゃんを抱いていた。

同じく 「かわのさ―ん、がんばれええ !」とやや上目線で声をかけてくれた多分女子高生、ソフトクリームを試

めながらの真剣な応援だった。そして 「かわのがんばれ !かわの完走しろよ !かわの !」と50～60歳 くらいの

おっさんが新問振り回して真顔で怒鳴っていた。彼は、私に何を見たというのだろうか。でも軽く左手をあげて
“
その

"期
待に応えた。31,7kmの 折り返しにきた。ここは、ぐるっと観客が囲んでくれていて応援も10万 ワイ

ワイまで跳ね上がる。最終ランナーに対して、職釣りに行って帰り際に余ったエサを全部海に放り投げるかのよ

うに、夕ひときわ大きな応援をしてくれた。

折り返すと2∞mも しない所にワゴン車が止まっていた。私がへたれ走りで近付くと中から係員らしき人が出

てきた。そして、有無を言わさず 「はい、乗って !」と言われた。「え～ここで終わりかあ。」と空を見上げて歩

を止めた。自分の福岡国際マラツンが終わった。係りの方がすまなそうにタオルを掛けてくれて、そのままワゴ

ン車に乗った。頭から掛けられ、手を前に出して乗り込んだら
"や

っちまった人
"に

なるなあと、後で思った。

自信を持って臨んだだけに大変残念で、心身のダメージも大きかった。

でも、これでは終われない。負けて止めればすべてが終わる。しかし、継続 していれば勝つ可能性が残る。がん

ばっている人には、神様が時々ほほ笑んでくれる。それまで辛抱して稲古せ !と、相撲の息子たちに言ってきた。

今回はそれを自分に言い聞かせることになった。

「がんばればできる」なんてことは必ずしも言えない。目標へのがんばりと基本生活の整い、そしてその継続
で五分五分かな、と思っている。自分のツキが満ち、神様が私をチョイスしてくれるように、また走るなどいろ

いろがんばっていきます。

皆様、応援ありがとうございました。応えられなくて本当にすみませんでした。

っていた。このバスがなんと無駄に豪華なことか。葉権の選手なんだから、背もたれが背中の半分まで

しかなく、椅子のスプリングもぎしぎし固い昭和のマイクロバスでいいのに。このバスは、足を伸ばし

ても前の席に届かない広いスペース、テレビも3台付いていてマラツン中継を流していた、見なかった

が。さらに窓が広い。天丼近くから大きなお酒落なウインドウが広がっている。すると、どんなことが

起こるかを大会関係者は理解してほしい。信号待ちでバスが止まる。すると歩道を歩くマラソンド援揮

りの人々がふとバスの中を見上げる。大きな窓なのですべて見える。そこにランシヤツを着た、いかに

も走った人が何人も乗っているのを見ると、何なか、この期に及んで、旗をふって 「わ―― !」とか叫

んでいる。「何さ応援してんなやぁ」と思ってしまい、こんな私でもノーリアクシヨンだつた。バスの

中の係の方々は大変親切で、水 ・スポドリ・バナナ。みかんとどんどん勧めてくれた。ガツガツ飲食す

る元気などないし、あったらここにいない。降り際に一応お礼を言ったら、「また来年も (この大会に)

来てくださいね。」と温かく言われたが、
“
このバスには来ませんから

"と
心の中でひっそりつぶやいた。


