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シャワーを浴び、夕食を摂る。赤ワインも3杯 飲む。之でユ ックメ眠れる。空は未だ明

るいが 9時 前に就寝.

2日 目の朝を迎える。朝は冷え込んでお りヾ中々起き上がる気に成 らない。漸 く起きだ

し、外にでる。走路上の彼方此方に立っている照明灯が霧で霞んで見える。余 り気は進ま

ないが、取敢えず歩き出す。

Car raceの コースなので、元々照明等は全く無かったが、レースの為に電柱を

建て照明を用意 した大会当局の作業は大変で在つたであろう。僕が到着 したとき時は未だ、

電柱 と建てる作業が続いて居た。御蔭で、ランナーは照明灯を持たなくても走る事が出来、る。

テン トに立ち寄 り、Anし ibes在 住の晴美さんの用意 してくれたお握 りを持って、

歩きながら食べる。彼女はこちらに来て四年になり、今年からはスタンフとしても名を連

ね、大会当局のWebsiteの 日本語版にも関与 している。

エー ドにも立ち寄る。夕食の残 りの肉料理、サラダ等が出て居 り、少 しずつ食べて走る。

フランスの朝食は簡単でコー ヒーにパン程度の事が多い。此処での朝食はカフェオレ又は

ミルクチョコレー ト、オ レンジジュース、それにバター、ジャム等を塗つたバグットだけ

である。

朝食までに 7周 14キ ロ余 りを走る。今 日の目標は48時 間終了時 190キ ロ、就寝ま

でには 210キ ロを一応の目標とする。幸い今の所肉刺は出来て居ないので何 とかなりそ

うだ。実はこの レースで一っだけ変えたことがある。靴である。新 しい靴はもう買うまい

た思っていたが、思い切ってもう一回り大きい物を買い、 1度 国内のマラノンで履いたも

のを持ってきた。何時も殆 どの爪が駄 目に成るので、従来の物より5mm大 きなものを買

ったのである。靴を替えた理由は爪対策であり、内刺の対策には寄与して居ないと思 うが、

兎に角肉刺は未だ出来て居ないのだ。肉刺の出来ない理由の一つは路面が平坦で凸凹が少

ない事では無かろうかと思っている。昨年まではこの時点で肉刺に難儀 している。

空は快晴で風は強い。前半は追い風、後半は向かい風となる。向かい風の場合真つ直ぐ

進むのが困難な程の強風だ。 日中は気温が上がるが、風が有るので、流れる程の汗はかか

ない。其れでも2時 -4時 頃は失張り暑い。 48時 間の目標は達成する。 190キ ロと云

うのは24時 間走の日標としても高い物ではないが、6日 間走の中での日標値 として、ま

た歳のことを考えると、それ程的外れの数値ではないと思つている。更に夕食までに20

キロ程走り、 210キ ロを超える。明日の夕食までに 300キ ロを超えられるだろうか ?

午後に入ると何田寺も走路には人が少なくなる。シアスタの習慣のあるフランス南部では

この時間は昼寝の時間なのだ。 この時間は気温が高く、体力を消耗するので、昼寝は合理

的なのだ。その分気温が下が り、風も穂やかに成る夜走れば良いのだ。只夜は寝る事に決

めて居る僕は敢えてこの時間でも走る。

内側のコースでは4時 から24時 間 レースが始まつて居る。知 り合いのSweden人

が歩いて居る。 20名 程が走って居 り、互いに反対周 りに走って居るので頻繁に出会 う。

走 りと云うのはヒョトしたら馬鹿でなければ出来ないのではなレヽかと考えて しまう。足を

右左に出すだけの単純な動き、同 じ所を何 日にも渡つて回 り続けるだけなのだ。又別な見

方をすれば、之だけ単純は動きを斯くも長期に持続出来る動物は他には居ない。行動の目

的を長期に波 り保持 し、運動を維持出来るのは矢張 り高等動物以外には出来ない様にも思

える。 どちらが正なのであろうか ?

其の後 7周 し、シャワー、夕食、ワイン3杯 で就寝である。この辺 りはワインの産地で

出てくるワインは勿論地元産の物である。

九 2日 ス トレッチもせずに走ってばかりいると、体の柔軟性が無くなり、床に落ちた物

を拾 うにも一苦労である。寝付こうとするが、右手の人指 し指が釣つて眠れない。色々遣

つて見たが、中々治らなかった。

3日 目の朝の冷え込みは以前より厳 しい。空が快晴の性であろう。最初の一周は上下薄

手のダウンを纏って歩く。ゼッケンを付けて居ないと、周回の記録は出ないので、付いて

居るシャツを帽子の代わりに被つている。寒さを避ける為に丁度いいが、奇妙な恰好には

違いない。疲労感も今 日あたりが最大の筈で、筋肉も強張って居 り、ユ ックリと歩きなが

ら一周すると、何とか走れるようになる。

2-3周 でダウンは脱 ぐが、朝飯の終わるまで、長袖、長ズボンは外せない。気温が上

がって、着替えをし、日中仕様で走 り出す。勿論 日焼け止めは塗 り付けてからテン トを出

る。今日も快晴で風は強い。

Toulouseか ら一緒に来たAurelienは 既にアキレス腱の異常で歩き出し

てお り、 1600m辺 りにある彼のテン トに時々立ち寄り休んで居る。その際、一緒に来

たCatalineが 足を洗ったりして面倒を見て居た。彼女は6時 間走を走るという。

小さなテン トで 8泊 同宿すれば何も無いと言 うのは可笑 しいが、之がフランス流の男女の

仲なのであろう。Aurelienに は立派な奥さんが居るのだ。

レース開始後既に2.5日 が経過 してお り、走つて居る人の中にも姿勢が崩れたり、テ
ーピングをした人の姿が目に付くようになる。自分には未だ肉刺ひとつ出来て居ない。 1

0時 頃、周回計測所の辺 りで何処かで会った爺さんに会 う。向こうから声を掛けて来たが、

誰だか分からずに通 り過ぎる。
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医療テン トの前は終始治療を待つ人が並んでいる。一人の医者 と、もう一人の整体師で

対応 しているが、対応 しきれない程だ。昨年は元気で走って居た 」effは 何時みてもこ

のテン トに居たので、如何 したのだと言 うと、良く分からないが、痛くて走れ無いと足に

沢山のテーピングをしていた。結局彼はこの後棄権 して帰ってしまった。 3日 位でリタイ

ヤー した人は 15人 を超えるという。何処も痛くなく、走れる事は幸せな事だ。

丸 3日 が終わる4時 には予定 していた 250キ ロを超える。明日は300キ ロを早めに

越えられそ うだ。 4日 目となる4時 からは 3日 間走が 6日 間走と同じコースで始まる。参

加者は 20名 足らずで、リタイヤー した人と差引零の感 じで、人が増えたとは感 じない。

只ゼッケンの番号が違 うの、其れと分かる。

風は夕方一層強まり、 1700m付 近を走って居ると目の前の大きなテン トが宙に舞い、

逆さに成つて落ちてくる。更に風が吹くと危険なので、急いで本部まで走り、状況を告げ

る。アルゼンチン人達のテン トで、住人の 2人 は医療テン トにいたが、急いで対処に戻つ

たが、他の人の応援なしには対処 し得ない筈だ。もう一周 しテン トの傍に来ると、骨材 と

幌 とは別々にされ、中の荷物も片付けられていた。別のテン トに移 り住むのであろう。心

配に成つたので自分のテン トに立ち寄る。物は飛んで居ないが,あ らゆるものが上挨を被

り、まるで砂漠のテン ト生活の状態だ。風が治まってから挨の始末をして寝る他無い。

風は治まりそ うも無く、コースの分離帯の鉄柵も彼方此方で倒れ、スタンフが対応に懸

命であつた。結局全ての鉄柵は取 り払われ、コーンに替えられた。コーンはプラステンク

で嘩いが、風ぐらいでは倒れない様に出来ているらしい。下部を重くし、安定を良くして

いるのであろう。その後これ らのコーンは一つも倒れる事は無かった。夜間は蛍光色を発

するこれらのコーンは安全にも極めて有効だ。何故最初から全部コーンを使わなかったの

か ?使 つて居れば、僕を始め何人かの転倒による怪我は無かった筈だ。

夕食までに 260キ ロ余 りを終える。夕食は肉料理、サラダ、パスタ、ライス、豆等 日

によつて変わったせ)のが出る。それにヨーグル トが出、好きなだけ食べる事が出来、十分

である。この日も、赤ワインを3杯 飲んだのは言 うまでもない。

テン トに帰ると、僕の横に男が寝ている。挨を払 うには、外に持ち出 してするしかない

が、止むを得ない。ややil寺問を掛け、埃を払つた後就寝。 9時 半、外はまだ明るい。

4日 目の朝、満天の星を仰ぎ 1日 が始まる。今朝も寒い。 5度 位であろうか ? 4時 半

ごろに東の空が明るくなり出す。ゆつくりと歩き出すが、疲れは余 り感 じない。走 りの生

活に憤れて来たのであろう。昨日あたりが、疲労を一
番感 じた様だ。風は幾らか治まって

いるが、矢張 り強い。

朝方は走って居る人は少ない。会 う人が居れば、Bonjourと 声を掛ける。もうみ

んな顔馴染みだ。迫い抜いて行く人の殆 どが
“
Toshio"と 声を掛けて行く。特にO

livierと 云 う上位を争つている若いランナーは何時も声を掛け、軽快に追い抜いて

行つた。

何 日か快晴の日が続き、サングラス無で走つて居たせいか、目がショボショボする。帽

子の鍔だけでは十分では無いらしい。路面からの照 り返 しもキツク感 じた。今 日からはサ

ングラスを掛けて走ろう。

何周か して、テン トに戻ると、隣に寝ていた男が起きて居 り、声を掛けて来た。例の爺

さんで、僕も何処であった男かを思い出 していた。Henri Ciraultと 云う1

00キ ロの完走回数世界記録保持者でGuiness Bookに 哉って居る男だ。専ら

100キ ロだけを走つて居 り、それ以外は全く興味を示さない男で、今年で 77に 成ると

いう。暫 しの間立ち話をするが、彼は 100キ ロを走らずに帰ると云い、帰 り支度 として

いる最中であつた。その後本部の前で見かけた時は荷物を手にしていた。バスを待つてい

るのであろう。

彼とは以前 2度 会って居る。最初は 2005年 Laplandの 100キ ロレースで、

この時は彼の奥さんも一緒に走って居る。其の後は南極で 2007年 の暮れに会って居る。

当時の彼の記録は540回 ほどであつたと思 うが、今回は604回 完走を目指 して来たが、

諦あて帰るのだと云つていた。 603回 の今の記録が自分の最後の数字かもしれないと寂

しげに云っていた。王者と云えども歳には勝てないのだ。

朝飯を済ませ走つて居ると、直ぐに9時 と成 り、内側コースでは 100キ ロのレースが

始まって居る。見て居るとHenri Ciraultも 走って居る。思い直して、挑戦

する気に成つたらしい。周回ごとに2度会 うので、どの程度の早さかが分かる。時速 6キ


