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7マ イルの先からこのコースで最も長い直線ヨースがある。Non Mainshetで 路 2キ ロ先

まで見える。9マ イル地点には橋がありやや上りと成つているが、正面に立派な建物が見えて来

る。明日は是非比処に来ようと思つて通 り過ぎる。其の先約 1マイルは町の目抜き通 りを走 り、

10マ イルの先で Harは 右に曲がつて行き、急に人が少なくなる。彼等は後 5キ ロで完走だ。

Fu■ と50Kは 左に曲がり更に約 15マ イル同じコースを走ることになる。

この先も複雑に彼方比方で曲がりながら走 り続ける。この広い I境郷 と言えどもこの先の直線

コースは清々 1キ ロ程度だ。色々の条件を考慮 してコースを設定しているのであろう。住宅街に

入つてお り、人々は庭の前に結子やテープルを出して寛ぎながら応援 している。施設のエー ドを

出している人も居る。これらの人にも、4000人 と言われるボランテイィアや、交通整理の警

官、全ての人に感謝だ。レースはランナーだけのものでは無いのだ。主催者、スタッフ、地域の

方々に意義あるもので無ければ存続できるものではない。

16マ イル辺 りの右左は広々とした大学の数地だ。この辺 りでヤット50キ ロの中同地点であ

ろうか。更に何回も方向を変えて走り続ける。これほど曲がりの多いレースは走ったことが無い。

脇の下が汗で擦れてヒリとり仕出す。次のエー ドでワセ リンを貫い塗 りつける。19マ イルを過

ぎると右左が緑地帯のコースとなる。住宅も疎らと成 り、道の曲がり方も直角や鋭角ではなく成

る。地形に沿つて、経やかに曲がっている道の方が走り易い。22マ イルから23マ イルの先ま

では左側にゴルフ場が連なる。ブレイ している人は少ない。英の先の橋を渡 り、右手に mけ

(碓xasの 東北部を源漉としFortW前 bDanas経 て恥xas州 内を南東に流れ M●IioD湾に注ぐ

全長 1140キ ロ),11を見ながら走る。日本にはこれほど長い川は無いが、川幅や水量を見ると

それほどの大河とは思われず、ゆったりと流れている。24マ イルを過ぎると左側は公園となり、

50キ ロの場合これが 3キ ロ先まで続く。フルのランナーは途中で左折 し、Finishに 向か う。

50キ ロは直進 し川沿いに走り続ける。ランナーの数は極増に少なくなり (50Kの 参加者は

230名 )あ ちこちに疎らに見えるだけである。見通 しの良い川原なので、折 り返 して来るラン

ナーも可也先から見える。すれ違いに Well doneとか Goodjobと 声を掛け合 う。

節 目節目の通過点には計時マットがあり、何れ詳細が分かると思い時計は気にせず気楽に走っ

て居るので英供である。28マ イルの先に折 り返し点がある。後は5キ ロ程なので、気も業にな

る。遠くに見える先を行くランナーを目標に走 り続ける。可也離れて居ても追い付き、追い越せ

ることがあるから不思議だ。蒲みや疲れが出ているランナーはそ う早くは走れないのだ。

尻尾の付け根まで戻つて来ると、残 りは後 2キ ロ、公園を離れ一般道路に入るとやや上りと成

る。Finishの歓声などが聞こえる様に成ると、不思議に元気になるものだ。アーチも見えて出

し、大勢の人も見ているので全力で Fillishを目指す,時 計も見えてきた。6時 間 29分 台だ。ゼ

ンケンは付けて属ないが身なりから判断 したか、大きな声で使の名前と」apanと 言う放送があ

|つた。直ぐに完走メダルを架けて呉れる.後 は給水や食べる物の作る所に案内してもらう。バナ

ナ、ヨーグル ト、アイスクリームなどを袋に入れて渡 して呉れたので、巨大な牛舎の中に積まれ

て居た食べ物の空き箱上に腰掛け、アイスクリームを食べる。外は風が吹いており、砂が飛んで

いるので牛舎でも室内が良いのだ,そ の後えた Tshirtを 貨う、参加賞は白の半袖の T一 Shirt

であったが、今度のは灰色の長袖であつた,ど ちらも化機で汗の吸収が少ないものである。因み

に参加費は 110ド ル程であった′〕ホテルの Shuttleを呼んで貨い、戻り、ゆつくりと風呂に浸

かる。

横にな り、テ レビを見なが らうとうとしていると屯話が鳴る。前 もつて連籍 していた Gregか

らで、 1時 間程でホテルに付 くとい う。彼 とは一昨年暮れの PatagoniaのAdven的距 Rullで 2

0日 近 く同 じ道を辿つている。Dttasの 北の郊外に住んでいるので、ホテルまでは 100キ ロ

余 りある筈だ。

彼が来るまで Intemetで 今 日の結果をみ る。

僕に関 しては次の様な表記がある。

Gun Time:6. 29. 29

C h i p  T i m e : 6 . 1 2、15

10K:1.08.33

.Hをdr2.29.12

30K:3.33.56

Fu■:5.08.32

11.597Mile

Gun Tineと は 日本では単に記録 と呼んでいるt)ので、号他がなつた時点からの経過時間で、

Chip Timeは ネ ッ トタイムを意味す る。それ以 Fの 4つ の教字は各々の地点の通過時点であ り、

最後はマイル辺 りの所要時間で、辛 うじて 12分 を切つて走った事になる。

記録は総合、男女別、5歳 ごとの年齢川の表示 t,ある今更i工山ir!いのは 男女夫々に Big Persons

と言 う括 りもある。Big Pclscnsの定義はけl確ではないが、恐 らく背の高い人を指すのではな く、

横幅のことでは無いか と推定 している。

彼が来たので、夕飯は何にす るか決めて呉れ るように頼む。この辺の事情は彼の方が良 く知つ

て居るか らだ。Mexico料 理は如何か と言うので、良いね とい うと、市で暫 く走る。兎に角街 自

体が広大なのだ。
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,  テ
ープルに座り、メニューを見る。僕はChefのお勧め牛肉料理を選ぶ。本場ILxas Beefか

いのだ。

わで酒額は取 らない。飲み物はヨーラと牛乳、至っ

〒とは無い→どi二莱の前に Mexlooの カ リカ ツ トーモ ロ

」 ヨシ煎餅が山の様に出てくる。

,言香ぢ夢言論逮鑑F盲どと唐gttR断奇言室モ置督F曇焦雰摂野楡 ヌ実
||ン生地の上に牛肉に大量のチーズを絡めたもので、柔らかく美味であった。

も

食べながら、 1年余 りの間にお互いが何をしたか、又近い将来何をしたいかなどの話をする。

Mexicoに 面白いレースがあるので、何れ情報を流すとも言つていた。

Cregは 大柄な Lxanで あるが、流石に全部は食べきれず、3分 の I程残 した。僕は半分程も食

べて居ないのでポリ箱に入れて持ち帰る事 した。ホテルには冷蔵庫、電子 レンジなどが街わつて

居 り、外に行かなくても食事が出来るは有難い。

彼が遠 くから来てくれたので、夕食は僕が持つ。飲んで居ないので、チップ込みで 30ド ルと銅

安であった。

対米最後の 28日 は昨 日通過 した家畜取引所に行く。広い Exthantt Streetの両側に巨大な

建物が並ぶ。高さは3階 建てほどであるが、底面が途轍もなく大きな建物なのだ。19世 紀の中

ごろから約 100年 に渡 り、家畜を保管 したり、競をした建物群で、勿論 2階 や 3階 建てではな

く、天丼の高い建物なのである。今は歴史的遺産として保存 し、又は他の目的に使つたりしてい

る。此れだけの施設を維持保管するのは大変であろう。彼方比方にある説明書を読むと、ここで

扱われた家畜の総数は牛及び羊が各々5千 万頭、豚三千万等、平均すると年間百万頭以上の取引

が成 されたことになる。 この他家倉の取引も成されたという。

当時の Live Stat Exchangeは 今は事務所や博物館として使われている。この建物裏手に回

ると、家畜の追い込み仕分け場として使われた木製の構が残つている。上部から家畜を見るため

であろうか、階段を登つていくと回廊がある。取引は比処で行われたらしい。栂の一部に牛がい

る。20頭 ほどだ。近付いて見て驚いた。角が異常に長いのだ。接やかに螺旋を描いて積に真つ

直ぐに伸びている。牛としては体は大きくないので、体長と両方の角の長さが略同 じ位に見える。

後で調べてみると、碓Ias L●ngLomと 呼ばれる種類で、Meお 的 北部の野生牛とヨーロッパ

種の昆血の結果出来た五種 とある。角は片方だけでも 1メ ー トルにもなる。混血種であるので外

見は雑多で色々な色の斑が見られる。今では余 り多く飼われなくなつたが、大きな角の割には性

質は大人 しく、乾燥地の根食に耐えるので好んで飼われたのであろう。今では飼料や水の確保に

様々な手段が講 じられ、又内質も今一なので市場用としては飼われなくなつている。一部の愛好

家が飼ったり、保護地区に送つたりされている。比処にいる牛たちも観光用のものであり、日に

2回 Cowboys及 び Cowgirnsの指揮に従い、Exchange Streetを行進する役目を負 うっている。

このショウは往時或いは今でも牛をどの様に牧重たちが誘導 したかを見せる為のものであり、先

導する者、脇や後ろに付く者など、確立された誘導方を示す為のものでもある。偶々午前の ShOw

を見ることが出来た。

勿輸比処には Rodeo場 がある。室内の立派なもので、今でも週の決まつた日に行われている。

其の他、牧童や取引関係者の為の飲食店、Sdoon,ダ ンス場など色々な歓楽の設備が残つている。

観光案内所の前にはこの都市が姉妹提携 している都市の名前が幾つか見られ、其の中の一つは長

岡市であつた。

比れで9日 間の旅は明日の掃路のみとなった。費用は航空運賃 10万 、宿泊費 3万 5千 円、食費

一万円、タクシー代一万円、レース参加費、1万 円、合計 17万 5千 円ほどであつた。飛んだ経

路は Nari協‐Lo8Angeles‐Dananorl won‐ Denす Seade‐Nar伍
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