
■ oOキ ロマラソン じ ゃ あ ― な る

19拠年9月15日第 1号発行～

,997T0826i鶴岡市美原町30‐24

.A02:こ!5(2i2〉3669

2つ′′ 苦ヽ■月7 日

鑢 熱 鵜純抵
ろことにし宅いろ。 しぃうちKでこのた

躍願紛 1統。
｀
寮く夕柔て

つ
済昔3と4イ

こだつたわヾ、

『つくは』リベンジ ロサブフォーヘの出 (大げさ…集)

去年のつくばマラソン、1分 22秒 オーパーでサブフォー達成できなかつた。カッ

プラーメンもできない時間…この時間がとても遠かつた。

いつか違成したいと思いながら、その思いがだんだん大きくなり 『つくばJの 借り

は 『つくばJで って事で旦那に 『つくば今年も行くつて言つたら連れて行つてくれ

る?Jと 言つてみた 『いいよJ・・・決まった。まずはエントリーしなきゃつて去年も

翌日には定員に違 してエントリー出来ない程だつたのでスター ト10時 にパソコン

に向かい半日かかってやっと3人 分 (旦那と妹10キ H)の エントリー売子。なんと

今年は4時 にはフルマラツンが定員に速してしまつたらしい(キoキ)

それからは、具体的にどうするか?漢 然とサブフォーと思つてるだけでは去年の二

の舞、周りからのア ドバイスもあり…去年の私に足りなかつた事…30キ ロからの

大きな落ち込みを克服するために、30キ 回のロング走を何度かしなければ、カレ

ンダー見ながら早々と日程を決めた…タイミング良く鶴岡100キ ロにもエントリ

―出来る事になつたのでモチペーションも上がつた。その縄習も兼ねて7月 の末か

ら取り入れ、結果つくばまで30キ ロ走 4回 そして、30キ ロ走しない週の20キ

ロ走9回 …100キ ロマラツン終わつてからは週―回小真木9周 のペース走をプラ

ス…ランナーズダイアリーにそのこなした撫習を記入するのがなんか嬉しくて、そ

う言う特別の線習をした日は緑色の蛍光ベンで印しをつけた。その緑色が増えると

又、自己済足 1人 でニンマリ、それもナルシス ト的なところ?(笑 )

__た だ、途中のハーフのレース2回 は、いままでの自分にない隷習がたたつているの

か全然済足行くたりが出来なかつたし…こんなに納習しているのにハーフの距離も

走り切れないなんて…と不安さえも湧きあがつてきた。それでもあと3週 間、気持

立て直さなきゃと、2週 間前の土曜日11月 12日 小真本の 1.5キロの8の 時のコ

ースを1キ ロ5分 30秒 ペースで14周 (21キ ロ)こ れを締めのロング走と決め

時計を確鶴しながら1周 8分 15秒 のペース走を実行。出来るか不安だつたけれど

やつておかないとその方が不安…その日は1周 1周が速く感じ、知らず知らずペー

スが上がり終わつてみれば1キ ロ5分 20秒 位で走れてた。一週間前のハーフのレ

ースの結果とそう養わらなかつたのに終わつても呼吸は楽だつたし何より気持よく

走れた。そして何とか行けるかもと、少しだけ自信も湧いて来た。次の週雨の為予

定が一日ずれて水曜日最後の特別撫習…小真木 1周 4分 30秒 を切つて (1キ ロ 5

分 10秒 くらい)9周 のペース走。なんとかこなし…私としては今の自分に出来る手

lbれるだけやつた。強習だけどやり切つたという済足感でいつばいだった。

ここから 『つくばJ当 日までは本当に楽しみな気持で向かえた。

そして 11月 26日 『つくば』前日同じく 『つくばJを 走るT併 さんと―緒に旦那の

賞E転でつくばへ出発。車中途切れることなくおしゃべりを強能した私とT体 さん…

あつという間につくばに着いて、T鉢 さんは息子さんの所に泊るのでお別れ。私建
tR去年も消つたホテルスワてお盆以来の妹と合流…妹も線習はそこそこして来てる

外たい…予定よりも早く着いたのでちかくの『JAXA』を見学。その後、近くのショ
」'ピングセンターでお土産を買いホテルに戻り、妹と二人で軽いジョッグ…旦那は
寛:転でお疲れなのでパスで1人早々と―杯…もつとも9月の白石マラツン以来走つ
1,いないようなので今更とも思つたんでしょう (笑)・・・でも、ここまで連れて来て
1,らって―緒に大会に◆加するだけでも感謝ですねt■
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気持よく汗をかきアルコールなしの夕食…目標はご飯をたくさん食べる事(卒ド…

■の日食べたご飯の量は督段の自分の約三倍位、明日力になる事を信じて…ご飯を
女:くさん食べるつてなかなか大変(一一つ済腹。。。
二|ンビニで明日の分のおにぎりを買い込みホテルヘ戻り、その夜 10時前には自然と

田:れて朝も気分良く起きれた。いよいよかと思うが…あまり緊張感はない。時間の

増B合で会場までの往復はタクシーを利用することにした。会場に着きゴールが見え
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る位置に簡易テントを設営…時間があるので体をほぐすためにも歩いて妹と会場を

探検…あちこちで頼租のアミノ酸を配つていた。戻るまでにはポケットいっばいに

(実)無 料配布のリポビタンDも 飲んだ…うつかり飲んだけど持つて来た ドリンク

飲んだら体の中では嘩しちゃう(Ⅲoや)・・・。トイレを済ませてテントに戻り、少しでも

アップはじとかなきゃと、グランドを4～5周 。駒いていないとまだ寒いくらいだっ

たけど走るとうつすら汗が出て来た。去年もそうだつたけれど今日は風もないし天

候の言い訳は絶対出来ないと、思つた (笑)

そうこうしてるうちに、あっという間にスター ト30分 前の招集コール。ここは去

年体験済みなので落ち着いたもんで、Cゲ ー トの瞭間に収まリスター トを待つ。さ

すがに少し緊張はして来たが焦りとかはなく…うまく言えないけどいよいよかと、

音う感じ。いい緊張感?!

スター ト10秒 前、9,8,7、 …ビス トルがなリネター ト。今日の一番はサブフォー

そして、30キ ロ手前のお汁粉を食べる。その為に決めた事がある。拾水は落ち着

いて立ち止つてしっかり取る…これを守ろうと走り始めた。スター トラインから初

めの1キ 回は、5分 22秒 まあまあ、後ろからスター トした人違にどんどんなかさ

れていく。そんな周りの違いペースに磁わされないように焦らず、時計を見ながら

走つて行つた。5キ ロ (スター トのロスをプラスして)28分 39秒 。ここまで来

ても後ろからはまだまだなかされる感じがしたけれどな機しなくても同じペースで

安定してきた感じがした。去年、たつているだけに所々の風景ataか しぃ。ぁっと

言う

間の10キ ロ55分 20秒 …ここまでにポケットに入れたな的と給水…次の5キ ロ

26分 54秒 まだまだ呼吸も楽。去年は見事に30キ ロから失違。そこまでの貯金

もすべて使い果たし、足はいるしゴールの競技地に入つてまでも止めたくなるほど

で最後はやつとの思いでゴールした。今年も30キ ロ先からどうなるんだろうと少

しだけ不安だつたけれど、韓習したし脱水にさえならなければ何とかなると、給水

だけは最初の予定通りしつかり止まつてとる事を守つた。20キ ロまでの10キ ロ

53分 39秒 想定より少し早かつたけれど、きつくはないので特に意機せず折り返

してハーフのタイムが1時間55分 29秒。「なかなかいいペース…よし、ここから』

E自分に言い聞かせ…ふと周りを見渡すとないたり抜かれたり何度も見かける顔が

,えて来た。みんな目標はサブフォーかな?そ んな事を思いながら、25キ ロまで

)5キ ロ27分 30秒 … 1キ ロ、 1キ ロのラップは5分 40秒 を超えていないので

こ少し貯金が出来た。ゴールまではまだ17キ ロそこでここからは目標を細切れに。

Rりあえず30キ ロ手前の二つ目の目標お汁粉のある地点まで頑張る。見えて来た

bつと食べれるKA^)!..・去年はとてもお汁粉を受け付ける体田ではなかつたのでこ

1まで元気でいれた自分が増しい。お汁粉の入つたカップを受け取り立ち上つてし

)かり欲んでみる。こしあん好みの私にはたまらない美味しさが身体にしみわたる

「おいしい― J目 標一つ達成(A_^)v。そこから少し走つてョースが右に折れる…こ

け景色、確か去年気持ち悪くなつて歩いている時Y情 さんから肩をたたかれあつさ

'抜かれた所だ。…人思い出し実い… 『今年はまだ走れてるんですけどJと 、いの

■でつぷやいた。次の目標は35キ ロ…気づくと最初のうちは出されて行くばかり

だったが30キ ロを担ぎてからはどんどん前の人を強いて行く気がした。そして3

けキロからの5キ ロは28分 19秒 。少し落ちてはいるがまだまだ足は駒いてるし

たれてるつて言う感覚があつた。次は37キ ロまで行つて残り5寺 口どれだけ余裕
・
Fサブフォー行けるか…ところが36キ ロ、37キ ロ、38キ ロ何とか5分 台をキ

…プして来たけれど大学構内に入り長い折り返しのコースに入つてきたら急に足が

』1くなり足の裏の指の付け根の辺りが何か突起物でも当たっているようにおみ出し

た。それでも前に行かなきゃゴール出来ない…我樫してなんとか走つていると、サ

ザフォーのベースメーカーが折り返し目指してやつて来た。これも去年は30キ ロ過

言Fてどれくらいだろ?抜 かされる時ここ着いて行けばサブフォーつて思つたけど、

や卜がおいて行けなくてどんどんサブフォーが速くなつて行くと思つていた。今年は

ユニまらない限り抜かされそうではないが、足が動かない感覚の中あと2キ ロ…最後

の上り坂ついに一瞬だけ歩いてしまつた。この時はもう逆算して最悪歩いても4時

何陶 れると心の中で思つてしまつた。今思えばそれは余裕の思いではなく楽になる

えぃの出げの気持だつた気がする…それでもあと1キ ロの表示でゴールの競技母が近

くに感じサブフォーを確宿…あと少し、あと少しやつと競技母に入つたら 『お姉ち

Ⅲ…んJと 、妹の声…手を挙lfて最後の応援に力をもらい―気にゴール…グロスタ

打
'ム

3時 間57分 11秒 …ネットタイム3時間 55分 48秒…なんだろう?な く嬉し

い はずなのにこみ上げてくるものがない…。それでも力は出し切つた。「止まらない

■,お進み下さいJの アナウンスに促されるも、足は限界…すぐに妹が来てくれて脇

芝:抱えてくれ冷えて寒くて来た時上着も賞してくれた… 『お姉ちゃん、良かつたの

・・・4時間切つたじゃん…凄いよJと妹 『うん、良かつた…リエは、どうだつた?J『坂

逮|ついっけ…50分 かかつたJ『上出来だよJと 、妹のたりにも感心しながらやつと

女:どり有き完走証をもらう。文字で見る3時 間という数字に改めてホッとした。時

騨 lは2時前…テントに戻り着替えをしてほどなく撤収。2時半にはタクシーが来る。
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