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, 13.05.07-13 Le Luc 6日
間走

レース前 日の 6日 夕方友達の車でTou10useか ら8時 間程掛け、会場の Le

Lucに 着いた。着くと問も無く激 しい雨が降り暫く続く。会場ではテン トなど設営に多

くのスタッフが働いて居たが、この雨には全くお手上げだ。 自分の選んだテン トもグラン

ドシー トが濡れて居 り(座 る場所は無い。風もあり、屋根だけのテン トの中では濡れずに

居 られる場所は少ない。僕はテン トの中に止めてあった2台 の電気自動車の一台の運転席

に座 り、雨宿 りをする。屋根が 2重 に成つて居る分、濡れ方は少なくなる。フランスは電

力大国でもあり、電気自動車の普及も進んで居る様だ。車は場内用であろうが、 2人 乗 り

で、屋根は付いて居るが、 ドアに相当するものは無い。運転は簡単な様で、操作部はハン

ドル、アクセル、ブレーキの他は無い。鍵は常時付け放 しなって居 り、誰が乗つても良い

のであろう。

雨が上がり、自分のテン トに行つてみる。やや低い所にあり、テン ト内のグラン ドシー

トの4分 の 1程 は泥水で覆われている。先ず浸水側に回りから集めた木片などで堰を作 り、

その後中からグラン ドシー トを持ち上げ、水を外に出す。水はまた堰を超え、低い所に流

れ込むが、今度はシー トの上面では無く下面に流れ込むので、テン ト生活に不都合は無い。

其の後テン トの入 り田部に近くに在つた荷物受けの木枠を置き、その両側には直径 30c

m、 高さ40cm程 の松の丸太を置く。ちよつととした椅子代わりに成る。テン トの入 り

口にしては中々立派な玄関だと、自らの作業の結果に満足する。 7時 ぐらいに成ると簡易

ベ ッドが到着 し、パスポー トと交換に使 うことが出来る。実際このベンドなしに浸水 した

グラン ドシー トの上に直に寝起きすることは不可能だ。テン トは50m2程 の立派な物だ

が、住人は今 日の所 4人 で、十分な空間がある。テン ト内にも丸太を持ち込み、荷物の置

き場を確保する。有田さんの持ちてきた洗濯用の紐を張り巡 らし、一応 7泊 8日 の生活空

間の完成 となる。

今回の会場は自動車競走のCircuitで ,街 からは離れた所にあり、傍には何もな

い物 と思い、持ち合わせたある物を食い就寝する。

レース当日は素晴 しい朝となる。走路の確認の為ニキロ余 りのコースを一周する。道幅

は 15m程 あり、之を真ん中で仕切 り、内回 りと外回りの二つのコースが出来ている。両コ

ースの境はコーン (Traffic cone)と 場所によつては錬冊で仕切られている。

鉄柵には接地面に突つ張りの足が出て居 り、夜間は注意が必要だと言い聞かせる。

会場全体は小高い山の頂上を削 り、Circuitを 作ったもので、今回の走路の他に

幾つかの迂回路がある。又ゴーカー トの走路も別にあり、其方からは轟音が聞こえて居 り、

時折、地面スレスレに高速で走る車が見える。このコースは自動車競技選手の育成が主な

のであろうか、観覧席等はない。競技開催時にはその都度臨時の観覧席を作るのであろう。

走路の両側は革地となって居 り、色々な野草が花を咲かせており、綺麗だ。 レースの参加

者は思い思いの場所に車を乗 り付け、テン トを張つてレース期間中過ごす事になる。
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コース全体は荒いアスファル トで出来て居 り、殆ど凸凹もなくまた路面の幅方向の傾き

も少なくたり易そ うだ。又コース全体の一周当た りの高度差は十-10m程 であろうか、

緩やかな登 り下りが何か所かある。又前が りも大きなものが何か所あるが、全体として閉

じたループとなつている。

下見の後受付をし、番号を貰 う。其の後は遣る事は無く、横に成って時を過ごす。

レースのスター トは午後四時である。歩きも含め 100名 余 りがユ ックリと動き出 し、

外側のコースを時計方向に進みだす。皆其々の目標に向かって 144時 間の結果に向かつ

てたつて居るに違いない。僕は歳が歳だけに大望や大志を持つことは無くなつた。その日

その目に出来るとこをすれば其れで満足だ。今 日は初 日なので、若千遅くまで走り、取敢

えずマランンの距離を踏んで置こう。

最後の 2周 目に懸念 していた事故が起こる。周回の終わ りに近い 1700m付 近は大き

なカーブとなつて居 り、其処の鉄柵の足に傾き、転倒右膝に大きな擦過傷が出来る。直ぐ

に応急処置をして貰い、もう一周するが血は止まらない。テッシュペーパーで抑え、血が

衣類に付かない様にして床に就 く。7時 間近く掛かつて目標達成、23時 少 し前であつた。

翌朝は5時 に起き、厚着をして取敢えず歩き出す。 1周 する頃には体も温かく成って来

る。長袖のシャツを脱ぎ、腰に巻いて走る。一周 2キ ロ強のコースを7周 ほど回つた所で

テン トに立ち寄 り、朝食の券を持つて又コースに戻る。使っているテン トは周回確認地点

や食堂用テン トから略 200メ ー トル先にあり、食事の度にこの間を行き来 していたので

は日に800mと 云う無視できない距離に成るので、食事やシャワーには準備をして走行

方向 1800m強 先にある地点まで進むことに成る。銭湯や食堂が 1.8キ ロ先にあると

思えば良いのだ。食事の後はテン トに立ち寄り歯ブラシを持って歩く。食事直後に全力疾

たなど飛んでも無い話で、歯でも磨きながら歩く事だ。僕はこの何十年も歯磨き材を使つ

たことが無く、何も付けずやや時間を掛けて磨いている。この問虫歯が進行 したことは無

い。歯磨き粉は本当に必要なのであろうか ?

一周後テン トに戻 り、歯ブラシを仕舞い、日焼け止めを塗って又ヨースに戻る。 レース

開始後第 1日 目の朝であり、レースは今 日から本格的な展開を迎える。先ず 1日 の大雑把

な流れは、起床、走行開始、朝食、走行、正午、走行、16時 (レース 1日 の終わり)、走行、

夕食(19-20時 )、就寝となる。起床から朝食 (2-3時 間)、朝食から昼食(4時 間〕鋤、

昼食から16時 (3時 間抑 、 16時 から夕食(3時 間強)と、活動時間帯を4つ に分け、それ

ぞれの時間帯でどれだけ距離を伸ばせるかを考え、歩を進める。 この周期に従つて、どの

位距離を伸ばせるかを考えればいいことに成る。頼まれて走って居る訳では無く、気が向

く☆求に走れば良いのだ。旺眠時間を削つてまでも距HIEを伸ばす考えは毛頭無いのだ。各

期間の目標値は低すぎても高すぎても良くない。高すぎた場合、挫折感に襲われる。次の

区間設n~lまやや下げ、到達可能な値 とすることだ。

9時 からは別のレースが内側のコースを使い始まって居る。彼らは反時計方向に回つて

お り、頻繁に出会 う事に成る。このコースではマラノン、 50キ ロ、 loOキ ロ、 100

マイル、 6時 間走、 12時 間走、Kids `R Li n,か ~ち ゃんレース等が時を変え行わ

れ、其れなりに楽 しい。超長距離界の有名人Serge Cirardも マラソンか 50

キロを走った。彼に取つては御遊びで、此方のゼッケンの名前を読み取 り、各人の名前を

呼び、High touchを しながら、いつの間にか消えて行つた。

昼食まで4時 間余 りが最も充実 した時間だ。暑さもそれ程には成らず、凌ぎやすい。 こ

の間は真水以外は何も摂らず走る。折角歯を磨いたのに、何かを食えば効果はゼロになる。

11時 半ごろには腹が減つて来るが、更に 1周 する。草は燃料が切れる直前が良く走ると

いう。車体が軽く成つて居るからだ。

柿子に腰を降ろし、パスタ、マシュ ドポテ ト等を食べて又走り出す。午後は気が向けば、

テーブルに出ている物を何でも食べる。 リンゴ,オ レンジ、バナナ、チョコレー ト、ケー

キ類、パン、ポテ トチップ、フライ ドポテ ト、茄で芋、ピーナッツ、サラミ、ハム、鈴玉、

チース、茄で卵、茄で米[強いて言えば御飯と云う事に成るが、何か僕にはしつくりと来な

い]等で、可なり選択肢は広い。

僕の膝の傷を見て、転んだのかと何にものランナーが尋ねる。彼らの中にも転んだ人が

2-3人 居たが僕ほど大きな傷では無かった。歳を取ると転倒時の怪我も大きくなるので

あろうか ?

今まで全体に薄雲が掛かつて居たが、雲が無くなり、風が強くなる。突風が吹き、斜め

後方で大きな声がするので振 り返る。大型のテン トが宙に舞つてお り、沢山の物が舞上が

つて居る。如何も我々のテン トの傍の様である。
一順 してテン トに戻つて見ると、帽子、

ランニングタイツ、パンツ、Sleeping Mat等 がなく成って居る。
“
風 と共に去

りぬ
"で

ある。後で近所の人が集めて居て飛散物を探すと、帽子だけは出て来てホッとす

る。他の物は諦める他無い。

この突風の後、テン トは縄で確 りと固定されていた。又、主催者のGerardが テン

トの様子を一つ一つ見て回つて居た。出来る限りの事はする彼の姿勢の表れある。

レース開始後 24時 間後の目標値は 100キ ロであり、何とか達成する。その後夕食ま

でに 15キ ロを積み上げる。 19時 少 し前にテン トにより、着替えや石鹸をビニールバッ

グに入れ、背負つて走る。時間に成るとこの様な恰好のランナーが多くなる。皆考える事

は同じなのだ。


