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6月 7日 Baselか らレース開催地のBielの 町に移動する。 10時 半に到着、駅

で地図を貰い、ホテルの位置を尋ねる。駅の出回は南西 と東北にあ り、南西の出口を真っ

直ぐ300m程 進み、最初の十字路がある。其処か らホテルは見えるとい う。

ホテルに着 き、予約の旨を告げ、荷物 を預かつて貰 う。予約は Italyの 走 り仲間

Renzoが 予約 して居たものだ。身軽に成 つて町の散策に出かける。ホテルか らは駅を

はさんで対象の位置にある町の中心部の広場に向か う。広場か らは道が 5方 に伸びて居 り、

斜め後方に風船のアーチが見える。 レースの Start/Finish地 点で在ろ うc

Bielは 5万 人余 りの町で南西北東の方向に細長い町であり、南西の外れは湖になつ

ている。町の略中央には運河が流れ、他にも装つか運河が通つている。運河に沿つて歩き、

湖を目指す。湖の傍に来ると、自鳥を始め沢山の水鳥が居 り、人の姿を見ると此方に近づ

いてくる。人=餌 の条件反射。食べ物は持つて居ないので、暫く彼 らの仕草をみる。

湖には沢山のヨットや遊覧船が係留されている。細長い湖で、沖合に出ている船が何隻

か見える。この後ホテルに戻る。Renzo達 とは正午にホテルで会 うことに成つて居る。

Lobbyで 待っていると、彼の他以前にも会つて居るAntonioと 初めて会 うもう

2人 のランナーが遣って来て、紹介を済ませる。食事に出かける。程なくToscana

と云 う店があり、何や ら店の人と話 していたが、此処は駄 目だという。名前はイタリアで

あり、ピザやパスタを出して居るが、経営はレバノン人なのだと言 う。この手の店は良く

ある。欧米でも日本食の店は見かけるが、之がタイ、韓国、ベ トナム料理を供する店が兼

ねているのだ。要するに日本食はアジア系の料理で、他の民族料理と大差無との認識の様

だ。

2軒 目の店はVerOnaで あった。ここは彼 らの目に適い、テーブルに付く。彼 らは

ビール、サラダにパスタ、僕は水、サラダとピザを頼む。ピザは径が 30cm程 の物で、

切 り目は入つて居 らず、自分で切つて食べる。この後大きなアイスクリームを食べ、満腹

となる。僕の分はRe rlz oが 持つと言 うので、有難く受ける。この後ホテルに帰 り、

Siestaで ある。

今 日は3人 用の部屋 1室 のみの予約で、ベッド以外に床に寝転んでの昼寝となる。荷物

は全部この部屋に置き、夜は走るので、部屋は要らない。出走前の準備や、荷物の置き場

としては之で十分だ。

16時 先程見たアーチの傍の町の議事堂 (Kongresshaus)に 行き、番号を

貰 う。その後、僕は十日市街の散策に行く為、彼等と分かれる。旧市街は小さく、余 り見る

べき建物は無かった。

Bielの 町は独語 ・仏語が同 じ様に通 じる言語境界線の町である。町の正式名は

Bie1/Bienneで あり、Bielが ドイツ名、Bienneが France名 な

のである。同じ場所が音声的には異なる2つ の地名を持つて居る。通 りの名前もRueや

麟 だ鍛と～窮弱ポラニウ7み,|』年に参カロし■守欲じだ。
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惑つたⅢがあるて オ ランダ語系とフー/ン ス〕評f系2つ の地名が|すヽいて方と|るのであるぃこの相t

な例はヨーロッ八で彼方此方にある( 1「i1liandで モ)Swcdcn杵 りのよ山方では

Swc d eri/1S i n i a rl dil12つの地名次ホが|||て方|る、

月ヽテルに東 りせ)う 一llltり し 、 2 11時 過 ぎに|||テL点 にlhiかうて、 市i「プブて'1まCh e e r

Cirl逆 が)と事なん“技を披財 している 1()0キ ロ7)スター トは 2211+である(.とに!☆

一般の出̀ 、1ド隊 ・公務員の部、ヘア リレーυ)部、複合 リレーフ)出̀と縫つかの分'打〔が為され

てお り、絡勢は 1000名 を,越えている|」:だ( 今イlをは 551r!|に|と,文って,[|るが、最初は11モ

隊の計十練が目的の1業である。 この レースは随分甘、岸 ・石渡大妻が走って拒|り、僕も何時

かはテLって見たいと思っていたが、lRc n z()iとが/L―ると言うので、之に合わせて/Lる!1下

にしたのだゥ

Coun t  d o wilθ )後θ)けf他て ‐井にpjき|||→rす戒紗jフ″)1キ |ヨはlR c n%()と  キヤ

に走るが、早過ぎてltl‐いてイ11けないっ)比落 して山分のベースで/Lる。ボロボロJ友乃ヤじるが、

之も出rを離れる5キ ロj辺りではおさまる.7昨|1許く成っているが、llll υb中には大勢の人が応

援の人が出て声援を送ってはる,

Wrを離れると被やかな長い雄 りが統 く.街 陥灯があるのでライトは要らない.暫 くたつ

とJi!・くも 15分 後に走り出 した,マ ラソン、ハーフマラソン、とそのりく伝のランナーが抜

いて行く。更にその後 45分 後出走の 100キ ロの1ば隊 ・公務サ1のりく伝ランナーが何処か

で追いつき、抜いてイfくに違いない.彼 等には背中にその表示をしているので分かる.

立」Rな木造の橋が在 り、沢1均の人が応援に出ている。柿には立派な丘根が付いてお り、

写真に旅っておきたいが、カメラは持って村ない… ′ヽ一フマラソンのlfi n i s hυ)‖|卜を

通過する。 100キ ロの 20キ ロ地点は史にその先2キ ロ右!うとに成る。彼牛は約 3キ ロ余

計な所を開Tの中で|工1って来ているのだ,共 之先やや大きな集落を述過する。エー ドは無い

が多くの人が応援 している。 11は宏ってれ|るが、 111サ年せ)多くIIi gh t()モlchを 求y)て

来るので、応 じる。中には番号と 一緒に挙いてあるイ】IⅢ“を読みJ文って
｀
1 o`shiて )いと

声をlJけヽるイトもいる。他子ビールを十旨し出して来るノ、も居る力t、 ビールは飲まないゃ

)にの先でた路は鬱結とした森の中を通る!“I【()(｀ hi Vli n g"の 森と「すわれるフ)

は此処なのであろうす道は勿論秒和J道だ、 |′l分`′)ライ トブおとい)と夕)中以外は何|十11料で何 せ))と

えない。白千rに行 く人σ)光t)佑ど凡えない, ブ〈きくブ上が開いて しまい、i卜独たと|!文って片ヰる

σ)だ(ナ

森を出るとIJ I芸1地|十と成 り、‖杵真っ1ド正ぐな砂利:上が 7-8キ ロ統き、共之先がマラツン

の「 illi sh地 点である。た‖各の状態ltrせく、11,|||||は少ないⅢ‖各
｀
+4牧のプ、はライ トを点

|十ずに走つて片llるし llり1かりは無いが、道がイ可と共‖く|′|く兄えるυ)で、大丈大なのだ:途

中何か所かで1英か しい馬炎υ)匂いがするt ll本では)lうは脱)、も場、遊L村地などで しかレとに,メt

ないが、此方の1寸1合ではH5は木だ沢|と1兄かけるこ

小さな集落がFinish、 表示がハッキリしないので、直進 して暫く進むと後ろから

大声が聞こえる。振 り向くと手で合図をしているので戻る。 100キ ロは進路を右に直角

に出がつた方向であつた。

出発時は長短のT一 shirtの 重ね着、下は膝下タイツで走って居たが、寒くなって

来たのでパウチに入れて来たWindbreakerを 着て走る。手先が冷たいので、袖

を伸ばして、手袋代わりにする。やや明るく成つて来る。やや大きな集落で補水、補給を

する。水の他スポーツ ドリンクは数種類ある。成分はほぼ同 じなのであろうが、お茶系、

果物系の味、香 りの差がある。スープもある。食べ物はパン、クッキー、ビスケット、チ

ョコレー ト、バナナ、リンゴ、オレンジ等で果物を除き、どれもパサパサ系で胃に収める

のに時間が掛かる。走路の先にはゴミ入れが数百mに 渡 り用意されてお り、其之先でコッ

プや包装等のゴミは殆ど見られなかつた。

この辺 りからはもう抜いて行く人はいなくなり、 ドン ドン抜く様に成る。 Finish

して気が付いたのだが、抜いたランナーに再び抜かれた事は一回も無かつた。こんなこと

は初めてだ。後半の50キ ロの問では通常、何回が順位が入れ替わるのが当たり前なのだ

が戸65キ ロのエー ドを過ぎると進路は南東に向かう。朝日が左手に上り出す。走路は左

手が川となっている砂利道だ。日の出と共に霧が立ち出し、朝の美 しい日園の風景となる。

日の出十分後に前方に二つの気球が上がる。何キロか先であろうが、ガスバーナーの点火

音が時々聞こえる。手前の気球は何回か之を繰 り返 し、登つて行つた。奥の気球はその真

下を通 り過ぎても点火を繰 り返 していた。場所に拠って上昇気流の条件は大きく異なるの

であろう。

眩しいのでSunglassを 付け、帽子も被る。朝の日園の風景は長閑で美 しい。こ

の辺 りは複合農業地帯だ。放牧の馬は立っているが、牛は寝そべつてのんび りと反観を繰

り返 している。長い野毛の大麦は正に黄金の広がりと成って居る。麦は幾種類か作られて

おり、より細く未だ青い穂は小麦であろう。未だ穂を出して居ない麦もある。この他、芽

を出したばかりのジャガイモ、ホウレンソウ、 ト ウモロヨシの大きな畑が続く。刈 り取ら

れた牧草地では干 し草の匂いがする。


