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《会要項はじつか り見よう !～奥武蔵ウル トラマラツン～2011/8/7(Sun)

いつものように超練習不足で臨んだ奥武蔵。数年ぶりにランナーとして参加した。走

)のは嫌いだけど、あそこのエイドと雰囲気はとつても好きなのだ。

朝 4時 雑司ゲ谷から車に乗つて会場に向かう。Rinは まだ鵜ているところをそのまま

号:れて行つた。

会場に着 くと ai田 さん発見。おしゃぺりをしつつ気持ちを盛り上げる。そのうち開

:ミ式が始まるので外に出ると人 ・人 ・人。鶴岡組の皆さんにも会えた。ここでの私のお

十二事、ウォーミングアップ。アップが終わつた頃には気持ちも体も十分に出来上がった。

'1いのは走れる力だけ ・・・。                 ・

いよいよスター ト。上りは歩く、下りは走る !という My奥 武蔵ルール !1!隣 には

ラ〔阪のえつちゃんがいるのでおしゃべりしながら前に進む。鎌北湖のちょつと前までは

t、ぃぺ_ス で進んでいたのに、ちょいとウォーキングが多すぎた。S子 さまのいる顔振

山:を過ぎ時計を見ると、ん～遅い !遅すぎる。気づいた時には時すでに遅し !どこから

ん関門時間の話が聞こえはじめ、「関門つて???」 これまで制限時間は気にしても関

PI時間なんて気にしたこともなく、冷静に計算すると折り返しで OUT。でもまだまだ元

5iなので、えつちゃんと話しながら進んでいつた。

ブヽなり元気な Gさ ま、Tっ ちゃん、U出 さん、T瀬 さん、ai田 さんらがどんどん折り返

にてくる。大野 ASで いろはにほへとの Y懸 さんに会い、戻つてこれないのでとあいさ

モ'をする。県民の森あたり、ここつてこんなに長かったっけって。さあ、あとりしで折
し
返し。あぁぁぁぁぁ～↓お迎えのパスが待つていた。ここでやっと山梨の Y本 さんに

=:ぇた。しっかりかき氷もいただいたし、まあ仕方がない。

バスに乗り体育館に若き着替えを終えると、怪しい雲と風が。そこからが凄かつた。

目iは鳴り書き、グリラ豪雨、おまけに落雷で停電、そして体育館が浸水。あのまま走っ

ていたらこの雨にあっている。走っていた U出 さんやT瀬 さんも怖かったと。ほんと凄

た1った。

P'で 見て、大変ね !と思つていたのが、いざ自分が目の当たりにするとこりゃ有り得

た いって。ホント鶴岡は平和なところだと思った。

その日、完走した満足感はなかったけど、みんなと一緒に楽しく美味しいピールで乾

材。久々の ドイツワインも美味しかつたあ～ (笑)M来 ちゃんがこれなかつたのは残念

た つたけど。翌日は那須のテディペアミュージアムにて観光。またまたグリラ車雨にあ

し
｀
ながら鶴岡に戻ってきた。

来年は完走できるように、ぼちぼち体を作つていきたいと思います。

お世話になった皆さん、ありがとうございました。
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主丹終わりに、横浜のナ,‐よf合から

ン大会4まランナー約 1200名 が離 コースに挑戦

街地 さんはまだ まだ 判 牲
"の

た りだったのではないで しょうか、 ス亡― ドがそん

なに落ちていないので しょう。今 く料におけない人ですね。 ジャー ナルではいつ も不

胡節なのですが ・・・Ⅲ

打F也さんの ことも:i手きます。まだ 15Kmに も満たない地点では 「説 F思 い」去々

、折 り返 し て47Km化)地 J点を過 ぎてか らは、 ヨボ ヨボ走 りの私を見なが ら !も`う駄 日i
去 々ゎ足は快調なのですが、今くいやな人ですね。

内1出さんとは前半、市T後 して走 うていたのですが、舶何世‐ん スと
'一

!ギが1的ない私に

はそのとが広が るばか り.

悦津子さんと美佳さんは仲良 く話をしながらのランc折 り返 して _1人の温かい声援
をいただきました◇浅井さんとは前 日受付でお会いしました古

秀ナ||さんと末子さんはスタッフ参加。応援をいただきました。
181可連続党走何とか達成できました。 7人 のランナー全鼠が 2 0 Fi完走を目指 し

たいものです。内山さんもその 人ヽです.
昨年の鶴岡でもラス トー日、はい雨に鬼舞われたのですが、ここ奥武蔵でもラス ト

5Km位 からゲリラ要雨、プラス付 と、命からがらのレースとなり、一日故にゴール
をめざしました。

私より少し運れたランナーは 10m位 雄れた所に落雷があったと言 ってました。
私の人生の中で、最 も放 しい哲高であり、風の強さでしたぅ
この大会の ユ本は催問にあるという関係をなら誰でも知っていることn百 人生の参

加をから現在は人数を抑えても千人を超えて しまっている。ウル トラランナーの増加
、 十々に女性ランナーの坤加は顕帯です。菊地 さんが始めた頃には予測できなかったで
しょうね◆

Tがんばれ束日本、日本はひとつとなどなどのスローカンは欧汗|の世界では正反対
のことばかり、誰が次の首相になっても、足のサ|_強 り合いうこえ透いています。

撫員の定数は 2, 3御 をもたり前で高」減 してもらいたい。ノふ沢 ・鳩山は政治の嫌台
から消えて欲 しい。この二人に打も期杵 していません。

太平洋プレー ト・フイリビンプレー ト等の複雑なプレー ト群の中での日本列島、何
もかも万企とはいかないのでしょう。税原発はイデオロギーの中での争いではなく、
人類存続を晰けたものだと考えます。

3/11の 前に隣家に住む防衛大学出身のテtエ リー ト自衛1イ健 職)は 原発はテロ
に弱いと話 してました。つい最近アメリカ慰務省の前日本部長が、i可本の関係者と原
発とテロ対策を話 し合ったとき、式るね本の関係者は、日本の法律では武器を所有す
ることができないから安全ですと返答 したそうです。原発へのテロ行為者が法律を順
守する人ですか?と 皮肉っていました。

危機管理は市民への国家統制ともリンクするので様々とは言えませんが、あまりに
もアホとしか言いようがないと思いますぐ
最近ニュースな組を観なくなりました。何か したり顔で発吉する人が多く、嫌にな

りました。文句、批判それは車由ですが、何か浮いたような人が多いと感 じます。私
だけでしょうか ?

8月 19日 のお昼を境に随分と流 しくなりました。なにか しら油弾の鳴き声 も勢い
がなくなった感 もあります。
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