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降つて居り、肌寒いが、革内は'快適である.2時 間も走ると、レース開催地のAdakに

着くャ時間が有るので、真っ直ぐに目的地に向かわず、寄 り道をする。先ず向かったのは

Swcdcnを 代表す るチーズ、Vaesterbotten Cheeseを 産する

Bustraeskに 向か う。大きな湖|と生々とした教会のある索晴らしい町だ。 工 場

に対くと、他の観光客モ)来て'r上|た。共処のレス トランで昼食をとる。

本来目指す方向は北西であるが、更に南下してV illd c l河 沿いに出る。川沿いの森

林地帯を北rltiに向か う。道路は空tr、てぉ り、行きか う車は殆どない。 90-100キ ロで

走り続ける。途中で早瀬を眺め、Bjoerkseleの Sixteenと Annaの 家

の前を通る。彼らは勤めていた南束のlllTに中古の家を最近賞い,そ の改装の最中なのであ

ろうか、家には居なかつたっ

】七処から北西σ》Adを と1くにドjlかい、 吏 にそび)先 30キ ロσ〕′」ヽ屋に向か う。 2-3々 二前♂)

記念大会の折、バーベキューをした場所で何棟かの小屋が立ってお り、サウナ小屋もある

湖1畔の森であった。我々2人 は真夜中に飛んでお り、昨夜は殆んど寝て思ないので、眠る

」iにう
~る

,

翌朝 8時 レーススター ト地点の 2-3年 前に廃校と成つた元小学校の食堂に朝飯を食い

に行く。 50ヨ ローネ、約 800円 、で食事が出来るのは此処だけである。後はr可処に行

ってt)食事のi出来る所は無いっ此処モ)レースの週末に限り、参加者の便宜を考えて、大会

当局が運営 しているだけで、通常は 100キ ロ以内には朝食の出来る所はないっ

朝食後夕方 6時 までは何 もす ることが無い。 Christerに とつては Lap

landは 初めてで、何処で t〕良いからドライブをしようという。僕が 100キ ロ程離れ

たAl‐ieplogは 如何かと云うと、共処にしようと言 うことに成る。

この小さな町は数年前Tolna sと Norwayに 釣 りに行つた帰 りに通つた町であり、

叉昨年までSkelefteaaに 住んでいたKonny・ Helen夫 妻が移 り住んで

いる所である。電話をしたが連絡は取れず、会えなくても場所だけでも見て置きたいと思

つた。途中 トナカイの群に娘つか会い、阿rに着くc 2000人 足らずのは「であるが、立派

な教会がある。探す家は直ぐに見つかつた。欧米の所番地は実に良くできて居 り、探 しや

すい。家は中古の物で、庭 も荒れて居 り、Iくenny夫 妻は引つ越 し後、ここには余 り住

んで'キない感 じである。彼は■にNorwayで 仕事をしてお り、今回も長期の滞在なの

であろう。

Arieplogは 人口2000人 足らずの町で、町の面積の大半は湖である。北西 1

50キ ロ辺 りにNorwayの 回境があり、北極国フトヽも‖各同距離であろう.Sweden

では更に北のlHTは沢山あるが、何故かここが最も低温の町なのだとKennyか らは聞い

て居た。 この寒さと広大な潮面を利用し、この街は冬季世界一の自動車の耐寒走行試験場

と成るそ うである。寒さと地の利を利用 し、冬卒lllTが最も賑わ う不思議な町である。 日本

の各社も此処でテス トをしているという。 こσ〕ことはSeanも Christ′ erも 分か

つて'甚|た。 どうせ寒いなら、徹底的に寒い所は又利用価値がある物であり、困るのは中途

半端に寒い所だ。
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6月 26日 成田を立ちBangkok経 由でStockholmに は翌早朝に着く。国

際便の遅れも考慮に入れ、更に北のSkellefteaa便 は 11時 過ぎで予約 して置

いた。偶然の一致でStockholmの 走り仲間 Seanと Christerも この便

を予約 して居る事が分かり、此処から先はレースが終わり、Skellefteaaに 戻

る迄彼らと行動を共にすることにしていた。

拡イ 登場時間の少 し前に彼 らも現れた。 Seanは 過去 2回 Lapland100Kに 挑戦  |

しているが、膝の故障で完走を果たして居ない。Christerは 100キ ロは今回が

初めてで、 13時 間台の完走を目指すという。身長は 196cm、 細身で速そ うである。

彼は2年 前、 Seanと 僕を空港まで送つて来て呉れ、今回で2度 目の出会いである。

レンタカーと宿の手配はSeanが してお り、今回同道 した九州のランナーと僕は負ん

ぶに抱っこの旅で安心できる。 12時 半ごろに空港に着き、直ぐに移動が始まる。小雨が
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町で蚊避けのスプ レーを買い、昼食を取る。更に 100キ ロ程南束の町Arvid―

jaurに 向か う。数年前レースの後、この町から雲峰さんと共にキルナを目指 して歩き

出 したことを思い出す。衣類、食料、水等 7-8キ ロを背負い、毎 日40キ ロ以上歩き、

7日 を掛けて目的地に達し、Sweden焼 酎で乾杯 t)した。途中寒い日もあり、又蜘、

蚊,虻 等に悩まされた旅であつたが、今となっては懐か しいG

ドライブの途中幾つもの トナカイの群に出会 う。小鹿 も多く見かける。時には車の直ぐ

前を悠然と歩く個体もある。此処は俺たちの世界で、お前らは余所者だと思っている様だ。

一度だけ、大きなヘ ラジカの姿が見 られた。又僕が Laplandで は初めて見 る

Hjortと 云う南部で多く見られる然色の小型のシカに出会 うことが出来た。

昨 日か ら800キ ロの ドライブを終え、小屋に戻 り2時 間ほど昼寝 を してか ら、

Adakに 向か う。僕の出走は 18時 であり、他の3人 は 22時 である。僕が出た後、食

事をして出走を待つことに成る。

18時 20人 余 りが動き出す。走 り出す人が半分、最初から歩き出す人が半分である。

制限時間は 26時 間なので、ゆっくり歩いても完歩出来のだ。学校の辺 りには後から走り

出すランナーが応援 して居る。僕は走 り組の最後部、歩き組の最前部辺 りを進む。参加者

の中には重呈級も居る。 100キ ロは超える思われる往‖婦人もリュックを背負い、ス トッ

クを突いて猛列な勢いで歩いて居る。

前回及び前々回のレースは終始雨で寒かったが、今回天気は良い様である。出発地点で

の気温は23度 、夜間は 12度 まで下がる予報で、雨は降らないとのことである。長袖 7

分タイツ姿で走って居ると汗が出てくる。腕まくりして放熱を図るが汗は止まらない。何

れ気温が下がる事を期待 して、走 り続ける。

5キ ロを過ぎると砂利道 となる。先ほどまでの ドライブでコース上のダー トの道の 10

キロと舗装道の 50キ ロは走って居る。車で走った時の感触より、実際に走って見るとダ

ー トの路面の状況は可なり良い。凸凹は無く、平坦度は舗装道路とほぼ同じだ。それに午

前中まで降って居た小雨の影響で、路面が適当に柔らかく、足に優 しい。此処も何回も走

つて居るが、これ程走路の条件が良かったことは無い。路面の良し悪しは気象条件や、整

備の状況など幾つかの条件の組み合わせによって決まる。強い雨の場合は整備状況に拘わ

らず、ダー トの道は走 り難 くなる。又整備の為Graderで 均 したり、その上に砂利や

砂を敦いた直後もtHFめて走 り難い。路面の良さがどの程度、走行時間に影響するかは個人

の走力の問題で、僕の場合は時間の短縮は余り期待できないのが残念である。

25キ ロ辺 りまでは前の走者を時々見る事が出来たが、その後は全くの一人旅 となる。

時速約 7キ ロ、キロ8分 強で進み、嫌て 9分 を超える様に成るが、無理 して上げ様 とはし

ない。まだ先は長いのだ。マラソンの距離は6時 間 20分 で通過する。此処で止める人も

居るので、僕より前に居る人は 10人 以下と成って居る告だ。良くここで会 うドイツ人の

エコラスは僕 と同 じ年で、早いランナーであるが、今年からはこの距離で止めると云つて

'11た,f性にで t)|′十分で決める限界とか、】)|||十があるυ)だ

何ilキ陽がた/ッ7ど?)かは賞や本 えヾブ)形禅 1)あつ
ヤ
て半叫?ミとしオボV がヽ、 ど う)やら 1 21i寺く
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7)様だ十, lH十ぐらいが投 もH汗い何HIIIで、 111+■ごろから徐々にり1るさを感 じる.左 手に湖

lhiを兄ながらた り、50キ ロを迎過する 気 '||はIチ化(|ユど ドがって'「十ない様であり、終始

十11をかさオぼがら/Lるf ilニー ドCギえら|liより、 れ怖刀く、れ‖ネ|】をしていると蚊θ)大牌に典われる.

出/L前に蚊 よけの スフ レーを 行ヽ身に掛|】て世といたが、効以とは時‖lJと共に沖れ る様だ。急い

で術給 し、 rLる|||すほかなti ヽと り|||して 十,彼らは付いて くるぃ羽が行るので/Lるよ り速

く、逃げる術が力【いのが何 とく)歯序い。解出部は勿論右物を 11からモ)刺され、)十いが 立ち

111主って断しヽて,11る1出1に文仲fか)'Fヰ〕J刊さ】しる
'|十に,J蛇り、 処 ド生ォ倉し/ど(ャ 対 巡)ブは忍r8・lこれ一‐

F/1ィ

エー ドに|||ている物で食べ用にい せ)のが推つかあるてそヴ)‐つが小さく愉切りに したバナ

ナだて)こ れはボールに人ガ■て出ているが、食べ郎い. liに人オ
′
して付:夕「えば、 ツ ルツル系の

結構オぼ食べ炒)ヤぐ渉)るが、 11ま で持 って?rくのに このツルツルlJ:が神t司
~る

rフオ音で捕まくDう と

'す
ると、十汚θD冊1を→

~り
1友け11に入る「よいとする様に 培)思えるこ焦つてい|る時は尚さらだc

このれ僕はバナナ九ことの度う様に した。やや||キ1出1は111かヽるが、出 して典れ、之を自分で

刑いて、持って/F‐りながら2本 企べたて

バ‐ナナには元々‖ り安い成分があるこ こ ヴ)ん111li新力| びヽ)進水itの除船十ドの下にバナナの

)文を敗き、対イトをれに'f卜らかにント|り降ろ していた。

マ ラソンの距出化を超えてか ら3人 に追い付き迪い肌いて来た。 ス ター トか ら81i寺問 15

分、 55キ ロθ)手前で先頭 ランナーがァ|「を掛けて追い抜いてイrく。 J o h  a 1 1であつた。

彼は +3年前此処で初jめてた り、ナ〔げ)時は 80キ ロ過きで束株、1町:年は 9時 科1前半で完た し

ている こ のまま行けば、 8時 1古|をり〕るかもしれない.付11び堀巣りの若手ランナーで 日本に .

十)典さんのWi l l m  iとノLり に来ていろ

56キ ロのエー ドの先か らは鮒装の道路 となる中此処で 2つ 前のエー ドか ら腰に巻いて

居たWindbr c a k o rを i屯も 置ヾいて、蚊 よけスフ
'レーを振 り!】ヽけT一 shirtを

腰に巻き′Lり |||十ィ このエー ドで先イrしていた 2人 ラン十一を迫い抜 く,彼 らは歩き出 し

て).!|り、 lSi n i s hで は 211寺‖llり、Lヴガriが|||て,11たャ


