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思っています。
                         |

今年のレースは、私が鶴岡のレースを経験した中でも一番暑く    1

大変な思いをしました。                      i

そんな中で (だからこそ)も うだめだと思つた時に、思いもよらず  |
す

特設エイ ドに出会えた時には本当に嬉 しかつた !           ヤ

頭から冷水をかけてもらってあと少し、もうちょつとがんばろうと   ,
いう気持ちになりました。途中の各々のエイドでも元気と気力を    1

‐
  第 28回 黄金街道 100キ 回マラツン大会

あの暑い一日本当にお疲れ様でした !暑さにやられて倒れたりする人がいなくて本当に良か

ったです。

こんな私のことも一生懸命応援 し、サポー トしてくれたスタッフの皆様、あの暑い (熱い?)

路上でくじけている私を温かく (熱く?)励 ましてくれたランナーの皆様、不甲斐ない結果で

本当にごめんなさい。そして心からありがとう。

今年はなんだか実感なく、夢の中で当日を迎えたような気がします (やっぱ練習 してないか

ら?)。スター トしてからもずっと 「練習量は裏切らないなあ」などと、ものすご一く練習して

臨み、実力以上のものが発揮できた人のようなことを考えて走つていました。スター ト時のは

つらつさはどこへやら、 1周 目でラス トランのようなくたびれっぶり。去年の楽 しい走りを切

望するも、美佳ちゃん&弘 美さんにももうついて行けない。なんとか2周 目に出発。あんな力

ンカン照りなのに、両腕鳥肌立ちまくり。なんだこれ?全 っ然具合は悪くない。でも、もしか

して急にぶっ倒れたりすることあり??と りあえず走り続ける。遅いから、下シャツの汗が奪

う熱量に発熱量が追い付かないんだと思いついたら、理屈が通つてる気がして、具合が悪 くな

いことを確信。だけど、とにかく寒 くて不快なので、ロングな休憩を兼ねて、勇気を出して体

育館へ。やつばり2周 目で休むランナーなどおらず、ガラーンとしている隅の方でスタッフの

方が休んでいた。ス トレッチ をして、上を着替えたら、 30分 後には信 じられないくらいピン

ピンと回復 し、コースに復帰。Bス テをえつちゃんや丹代さんと出発 したところで、具合が悪

いと噂の菊地さんと遭退。菊地さんから 「寒いなんて、やつばり具合悪 りなだ。」と言われ、ま

た不安に。でも、今は大丈夫だもんねと気を取り直 し、Cス テに向かう。その後もいろんな人

が 「行こう」と誘つてくれ、嬉 しくて一緒に出るのだが、すぐに付いていけなくなつて一人旅

になることが多かつた。4周 目の本部→Aス テがつらかつた。気力が萎えまくりほとんど歩い

てしまつた。止めちゃおうかなぁとずっと考えていた。すれ違つた軽 トラのおじさんから 「頑

張れっ」と思いがけず応援を受け、走り出す。休ませて貰つたら、また少 し回復 して、Bス テ

を目指すことに。もう次は来れない気がしたけど、もしかしたらという期待もあり、各エイ ド

での 「まだ来いの～」の声援に手を挙げ出発。例にもれず、私も立哨員の前では走 りたいタイ

プ。かっこつけはもちろんだけど、申し訳なさもある。時間が経つにつれ、立哨箇所が減ると

内心ホッとしたりして (笑)Cス テ→本部の途中で気を抜いて歩いていたら、陰で休んでいた

だけつてことがあり、慌てて走り出したりして、なおかっこ悪いことも ・・・。なんとか本部

にたどり着き、走るかやめるか自問自答。ちょつと頭痛がしたので、熱中症ぎみだつたらどう

しようという不安になり (夜が控えてますから !)、やめてしまいました。記録は40km、 8

時間 15分 57秒 。今までで一番距離も時間も短い。           ・

残念無念情けない。だけど、終わつてしまえば楽しかつたの一言に尽きるのかな。

今年もえっちゃん、吉岡さん、三上さんとこまぎの湯で汗と疲れを流 して、いざ閉会式へ。

いつぱい食べ ・飲み しよう !と張り切っていたのに、思つたほど入らない。昼の暴飲暴食が原

因か?お まけに眠くなってしまい、 2次 会は欠席という体たらく。ああ、これまた無念。

来年、出直すことができますように。その時にはもつと素敵な走りといい飲みつぷりを見せ

られますように ・・・。(素敵な走 りは無理か?!)

また来年、鶴同でお会いしましょうね !!

追伸 :いや しかし、暑かったですね～。日焼け止めを塗り忘れた耳とお、くらはぎは言うまでも

なく、手のひらと甲の境目がくつきり。こんなに焦げたのは久しぶりです (笑)
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もらい、なんとか 11時 間コースにいる事ができました。

来年は出られるのか ?な んて事はまだ全然分かりませんが、今は   1
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菊地代表、実行委員長様、スタッフの方々、今年も本当にありがとうございました。震災

人災の後、大会開催の決断本当にありがとうございました。猛暑の中、倒れる方 (ランナー

も、スタッフも)出 ずに無事大会を終えることが出来たようで本当によかったですね。

さて、今回、自分自身を振り返ってみると、今年は色々諸事情で、体がまったく作れず、

100Kを 11時 間以内なんで完壁に無理無理。参加する事に意義がありと思い、参加は決

断。しかも、6月末に、なぜか選手宣誓まで頼まれて、すごいプレッシャー (代表から電話

力湖 かヽってきたとき、最初、 ドスの効いた男の声で、相手が誰だかわからず、マンション投

資の勧蔵かと思った)。言いたいことは考えましたが、本番、緊張でいつものようにしどろも

どろになる不安も。

前日はいつものように、午前中保育園のボランティアを終えて、空港に向かう。ギターは、

保育園に置いていつても良い (国のスタッフの許可あり)と のこと。しかし、今年は、どこ

かできっとこいつを使ってやろうと思い、ギターと共に保育園を後にする。もう後戻りは出

来ない。後戻りしたら飛行機の時間に間に合わない、開会式に間に合わない。宣誓が出来な

い 。

羽田空港についてとりあえずギターは手荷物に預ける。大阪のY岡 さん、えっちゃん、 I

上さん、それから、毎年医師としてきてくださるS先生、 I渡 さんとそのだんなさんらと再

会。Y岡 さんや I渡だんなさんの日から 「あれ、ギターは?」 と、なぜかギターを持ってい

る山下が自然?なイメージと思わせるような発言(勘違いか?)。「え、あ、手荷物に…・…」。

懐かしい北海道の I原さんご夫妻も参加を発見。今年も会えて嬉しい。北海道から、羽田

経由で鶴岡だそうです。このルートの方が時間力功 かヽらないとのこと。

今年は飛行機↓剖順調に飛んで、すんなりと庄内空港に到着。庄内空港では、代表や、大好

きなM佳 ちゃん、悦ッちゃん、実行委員長様などの庄内美人達を含めたスタッフの方々に出

迎えられて、嬉しくて、怪しい暴言?を発してしまう私。今年は、真人間のふりをするとい

う目標が、すでに崩壊気味です。

悦ッちゃんの運転でえっちゃんと、昨年と同じカレー屋さんに向かう。なぜか、数台の車

はそれぞれ好々の異なるコースをたどるqさ すが地元民 (?)。カレー屋さんでは、遅咲きの

偉大なランナーの I藤さん、実行委員長様、悦ッちゃんと同じテーブル。 I藤 さんの震典が
ランティアの話や、鳥海山登山の話を何いながら、あっという間に時間が過ぎる。全員で集

合写真を撮った後、いざ開会式ヘ

開会式が、この大会の大きな楽しみの一つです。特に、懐かしい顔との再開と、皆さんの、

近況や面白い話が開けるのがうれしい。でも、今年は一つ仕事があるので、嬉しいけれどか

なり不安。

さて、今年は、変利順番で参加選手の 「ひとこと」を始めたな―、っと思っていたら、T

代さんの25回 参加で、サプライズのクス玉割り。思わずもらい泣き?・ … ・。している

場合ではない、自分のことしっかりやらないと。と、自分の自己紹介の順番が ・・・・何も

考えていない、というか、今年は、からだが出来ていない言い訳があるので、それでごまか

そう・・・と、いつものように、しどろもどろに挨拶。

千葉のK野 さんは話は上手で、面白かった。今日の今日、先程行って来た鳥海山何とかと

いう神社と、 I藤 さんが挨拶で話された鳥海山と、自己のトレーニング内容を上手く結びつ

けて、明日の大会の自己の走りの予想を見事に表現していたと思います。自分がこんな話し

ようとしたら、間違いなくしどろもどろで意味不明になりそう。

それから、医師のS先生の熱中症対策講話。とっても良かったです。「この中で、一番熱中

症になりやすいのは?」の質問。年々面白くなっているような気がします。

ついで、いよいよ選手宣誓。これを終えれ,ま 明日の走りは野となれ山となれ?の今回の

大会の自分自身にとってのメインイベントです。結果は、考えてきた言葉たちを、大体とち

らずに言えたみたいです Gま一っ 1)。数々の病を克服しておられる、偉大なウルトラランナ
ーのM山 さんから 「宮沢賢治のようだった」とお褒めの言葉を頂き嬉しかったです。

さて、ここ数年、前日の夜も駅前のうなぎ屋さんでの宴会に混ぜていただくのも、大きな

楽しみの一つです。今年は、S子 さんにお誘い頂き、「奥の間」にて楽しませていただきまし

た。全体的に本当に明日100K走 ろうというのかな?と いう雰囲気でもあるようですが、

まあ、それぞれに長い踊離を走ろうという目標があるので、皆さん、そこそこで明日に備え

ます。

その後、明日の朝食を買いに行こうと、千葉のK野 さんとスーパーに行こうとして、うな

ぎ屋さんに道を聞いたが、山下が大ボケで、駅の向こうと勘違いし、K野 さんと約40分 の

大さん↓乱 戻つてきて、再びうなぎ屋さんに道を聞くと、実はすぐ近く。ホント大ボケでし

た。K野 さんゴメンナサイ。スーパーでは、H間 さんと、そのきれいな奥さんにお会いでき

て嬉しかったです。

翌朝は新潟のN山 さん千葉のK野 さんとタクシーで会場へ向かう。N山 さんは、フレンド

リーな方だカミ なぜかここ数年、毎年、ほとんど1位付近で 100K走 ってしまうスピード

派スーパーウルトラランナーだ。そう思うと、顔つきも、ケエアかエチオピアの選手のよう

にも見える (色は、あそこまで黒くない力め。

スタート前に、体育館で地元鶴岡のK野 さんに声をかけてみる。強面?(失 礼)の スピード

ランナーなので、今まで私なんぞは恐れ多くて声をかけられないでいたのですが、意外と気

さくそうな感じの方でした。

さて、いよいよスタートです。毎年思うのですが、スタート直後の走りは、その日一日の

走りを左右する。飛ばせ↓ま 早期に苦しくなる。ゆっくり行くと、何か (ヒト)にはまる??。

どんな出会いがあるかわからないから、適当に中間の走りをするのが良いのかな―??。 と

にかく、今年は、キロ6分で↓封母樹こきついから、6分半くらいをイメージして走り始める。

このペースで、しばらく進んでいると名古屋のK田 さんと並走となった。K田 さんは今年、

2度 目のアメリカ大陸横断を成し遂げた偉大なウルトラランナーだ。しかしながら、全ての

人を受け入れてくれるようなやさしを感じさせる、人間的にも素晴らしいランナーだと思い

ます。今日は、暑さのせいもあり、あまり調子がよさそうではなく、キロ6分半が維持でき

ないようで、どうしても7分 くらいに落ち気味でした。鶴岡の制限時間ではキロ7分では9

0Kま でしかいけない。それでも、今日の気候と体調から、ペースを上げるつもりはなく、

淡々と走り続けるとのことでした。山下は、もう少し速めに走りたいので、 15K付 近から

先を走らせていただきました。

18K付 近でとってもかわいらしい女性のO槻 さんに追いついた。O槻 さんとは昨年も、

18K付 近を一緒に走らせていただいた仲?ですボ 震災のひどかった宮城からの参加です。

本当に食料が手に入らなかったこととか、かなりつらかった話も伺いました。「でも、食料が

少ないと身に付くんです C英)」と言っておられました。正直あまり笑えませんが、ほとんど

走れなかっただろう事は推察できました。


