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黄金街道 100キ ロマラツンフアイナル?!

「ど
年で終わりにする」菊地代表が初めてそう言つたのは、確か5年 前。あれから、毎回 「今年で終わり」という言

葉を目きながらも大会は開かれてきた。あの時、飲み屋でくだを巻いて泣いた私の涙を返せと思いながらも、このまま
続い1ぃ

くだろうと安培していた。だから、ファイナルと聞いても、「ふうん」というのが正直な感想で、なんとなく
ふわズ

わとした気分で実行委員会に参加 していた。「最後だから !」みたいな気負いは誰からも感じられなかった。

開=式の日は午前中仕事で、空港などのお迎えに行けないことを申し訳なく思いながら、時間に間に合うように車を
飛ばtた

。挨拶は約 1時間の車中で考え、練習した。いつも考え過ぎてくどくなつてしまうので、こんなもんでいいの
かも矢

れない。そう思つていても、元来見栄つ張り、なんとかよく見せたくて緊張していっぱいいっぱいのまま、開会
式は主んでいつた。司会の美佳ちゃんも多少緊張してるのか、珍しくかみまくる。ランナーのおもしろくて上手な自己
紹介を

聞くたびに、「あ～、言わなくて済んで良かつたJと 思う。「最後と聞いて参加した」という言葉も聞かれ、「や
つぱ吃

最後なのかな…」とファイナルという言葉が少し現実味を帯びてくる。
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大輩
当日は雨模様。何年も猛暑に悩まされてきたのに、久々の雨。空もファイナルを惜しんで泣いているのかな。な

どと足
傷に浸つてみたが、雨は嫌だ !涼 しいのはともかく濡れるのは嫌い !いつそ、みんなが等しくへばる猛暑の方が

いい力
な…と思つてみたりする。体育館ではカッパなどの着用が取り沙汰されている。外を見ると小雨。カッパの中が

蒸れてのも、体にまとわりつくのもイヤなので、カッパなしで行くことに決める。少し肌寒い気がしたけど、準備して
なかを

たので、ラン用でもなんでもない、ただの日除けのアームカバーをしてみる。よしよし、+分 !
スタ

ッフの方に傘をさし掛けてもらいながら、7時の時報に合わせ、ピス トルを打ち鳴らす♪気分が盛り上がって、
傘のス

タッフさんにろくにお礼も言わずに飛び出した気がする。ごめんなさい、ありがとう。
1盾

目。まぁまあ順調。誰も寄らないし、いずれたつぷりお世話になることだしと、格好つけてすべてのエイ ドをス
ルーす

る。声掛けてくれてありがとう !
2店

目。思いがけず、元気 !でも、エイ ドには寄る。5時過ぎに食べたカレーは消費してしまつたらしく、おなかも
減つて

きた…。なんて燃費悪いんだろうと思いながら、各エイ ドで色々物色する。みずみずしくて甘い梨がやつぱり好
きだ右

ぁ。
3層

目。急にペースダウン。特にAス テを過ぎた辺りから。ある程度予想はしていたけど、自分のダメっポリにがつ
かりする。エイドで過ごす時間も段々長くなる。

酔4周
目。本部を出て、しばらくすると、まだ見えないのに相崎案鼓の音が聞こえてくる。朝からず一つとだ。しかも、

前を通
る時には、とってもいい美顔で見送つてくれる。苦しい時にはすごく力になる。離れてからも聞こえる。この人

達の為 に頑張らなきゃという気になる。なんとかAス テに。情けないが足が痛くて泣きたいほどだ。とりあえず、トイ
レに行

くことにする。Aス テの トイレは公民館の中なので、ゆつくり靴を脱いで、用を済ませ、また履く。走るのとは
違う動

きが良かったのか、Aス テを出る時には、あら不思議 !足の痛みが無くなっている !いや、無くなつたというよ
りは、

 幕 申して痛いんだか痛くないんだか分からなくなっている感じだつた。でも、これで少しは先に進める。
5周

目。とうとう、1周に2時 間掛かつてしまった。ペースも落ちているし、とにかく、エイ ドで休まないことには
足が,・,〕

トップレベルの人違が、ほんのちょっとの休憩でまた飛び出して行く。でも、もうすでに何回も抜かれている
人がい

る一方、 1回も会わない人の多いことよ。Bス テの直前で近所のちびつこ応援団が出現。「99番 、頑張れ～J
と局 り

を走りながら、声援をくれた。「ひ～、キツイ」と思つていても、力が出るから面白い。5周 目の終わりに久々

本部で
精地さんに会う。これからもう2周 するという。羨ましい。

6周
ョ。見た目もペースも歩いているようだつたが、一応走つているつもりで、のるのろ行く。あと少しでエイ ドだ、

となっ
ても、元気が出なくなつていたので、これで終わりだなあとは思つていたが、本部直前で、歩いている西山さん

に抜か
れた時は、もう本当に駄目だなと、自分でも笑つてしまった。本部前の坂を、ようやく登り切ると、呼びあげス

タツフ
をしているルミちゃんが、うちの家族が向かつているから、という。確かに、姉と姪には、「フアイナルだから
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が つゞづく .
こ来たら?」 と声を掛けていたが、父母まで?し かも、今頃?と はいえ、時間、体力 ・気力ともに、もう1周 してく

る余裕はなく、だつたら、少しでもタイムは短くしようと (せこい?)、終了の旨を計時スタッフの方々に伝え、今年

の大会は終わり。

しばらくすると、家族が到着。なんだか間抜け。でもやっばり嬉しい。みんなで手をつないでゴールに優れないわけ

ではないが、キャラじやないし、父母は老いてるし、大体60キ ロだしね。工藤さんにお願いして、写真を撮つて貰つ

てよしとする。                    浄 ウエイtaこレ7

次々と坂を登つてくる人達を大声で呼ぶと、みんな手を上げて声援に応えてくれる。立晴員やエイ ドが近づいてくる

と、足取りが軽くなって元気がでて、笑つて応えられた自分の事を思い出す。人間の力つてすごいなあと思う。こんな

風に誰かを元気に出来る、くたくたのはずなのに、もういつちょ力が出る、そんなことに気付ける素敵な大会だつたこ

とを改めて思つた。ケーブルテレビの人にインタビューされたとき、こういうこと言えればよかつたなあ (笑)

閉会式前の恒例のお風呂。今年は三上さんと2人 。いつものことだけど、また、たつぷり待たせてしまい、逆に申し

訳ないことをした く涙)

ファイナルということをあまり意識してないつもりでいたが、最後だから、と例年よりひらひらした格好にしてみた

ら、ちょつと仰々しくて恥ずかしかつた (汗)

開会式と同じく、美佳ちやんの司会で会が進んでいく。歴代の実行委員長へ記念品を贈皇 し、いよいよ認定証のお渡

し。最初は、首岡さんと坂野さんへ、これまでの総距離と総タイムの認定証を、菊地代表から。粋なはからいだなあと

感動した。そして私の出番。名前の読み方は間違えたくないと、業佳ちやんが読み上げるのも聞いていたし、プログラ

ムでも確認していたのに、やつてしまつた。自分の名前も間違われやすくて、仕方ないと思いつつ、どこか寂しい思い

をすることが多かったので、それだけは !と決めていたのに。間違えてしまつた方、本当にすみませんでした。

スタッフヘの感謝の花束贈呈も終わり、菊地さんへのサプライズプレゼントのコーナーで、美佳ちやんが感極まつて

言葉に結まる。え?こ こで?と びっくりしてしまつた。

実行委員長挨拶も、あんなに考えていたのに、もう頭が真つ白で何言つてるんだかさつばり覚えていない。地味で平

凡な自分が、こんなに多くの人に顔と名前を覚えてもらい、「えつちゃん」と親しく呼んで貰えて、こんな風に人前で

挨拶をすることがあるなんて、人生ってわからない。菊地さんと出会った事で私の人生は思いがけず楽しいものになつ

たので、とても感謝している。私はほぼこの大会にしか出ないので、無くなつてしまうと、全国のみんなに会えなくな

るから困る。こんな素敵な大会に関われて幸せ。絶対なくすべきではない。そんなことが言いたかつたのに。でも、た

とえ 「なんちゃって」でも、周りから見たら実行委員長。公の場で個人的見解を述べずに済んでよかつたのかも知れな

い (ここで言つちゃつてるけど)。「本当に最後なの?J「 来年からどうするの?」 そう言われる度に 「わかりません」

と答えた。これは菊地さんの大会だから。それは本当。でも、わからないと答える度に心がざらざらした。「後を継ぐ

人がいないんだなぁJと 言われると情けなかった。そんなことをグルグル考えていたせいか、実感がまだないのか、結
局、私は泣かなかつた。閉会式の直後、門間くんが泣いていた。その定かな理由は知らないが、感福まったんだろうと
勝手に思っている。美佳ちゃんや門間くんが泣くのを見たら、なんとなく大文夫な気がした。菊地さんも 「来年は勝手
に来て勝手に走れ !」なんて思わせぷりな事を言つてますじね。今年がファイナルになるのかどうかは、これからにか
かつているのかなと思います。

翌日は恒例の (?)有 志での庄内観光。私は毎年参加しているけど、ただくっつぃているだけ。痛む足のリハビリも

兼ね、むしろ私が楽しんでいる?色 々手配して下さつた皆様、ありがとうございます。今年は凛ちゃんとの距離がグッ

と縮まつて、彼女がキュアエースで、私はキュアダイアモンドになって楽しみました。ちなみにママである美佳ちゃん

は
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まずは、30回 大会が無事に終了した事に万歳 !関わつてくださったすべての方々に感謝 !!本 当にありがとうござ
いました。                                       た    … ′ →

100KMマ ラノンファイナルいろいろとありがとの～。υ〔ネL)エ ー ドを訪ねていると鶴岡

言葉が飛び交い、本当にランナーとスタンフが~体 となつていることをあらためて感 じま

した。永い間有難 うございました。そしてお疲れ様でした。何の縁もゆかりも無かった鶴

岡に5回 も行 くことができました。数あるウル トラで選んだのが鶴岡でした。まだその頃

は若 くて元気でしたので二度ほど完走できましたが、フアィナルは50Kで 目いつばいで

した。今の体力や夏の練習量からして50K走 れればOKと 思つていましたので想定内です。

途中でもう一周はできるかなと上方修正をしてみたのですがやつぱり足がついていきませ

んでした。

多少コースは変わつても懐かしい風景ばかりで金峰山への登山口に掛かる朱色の橋そし

てたもとの宿坊の作まい。やっとたどり着いたAス テ、膝を冷や しいろんな物をいただく。

途中に 「寿神社」というおめでたい名前の御社があつたので手を合わせ傍に 「新奥の細道」

とい う道標もありました。未だに残る唯一の砂利道、その先には宅地開発が進んでお りこ

こにはいくらか変化がみられました。東京人にとっては気になる値段、約 67坪 で約 770万

円これに建物を乗せ ると 。そしたら後ろから追いついてきた疋田さんが 「引つ越

してきたらどう?菊池さん宅も近いよ」というア ドバイスを受けたがどうしたものやら。ボ

ロボロの足で Cス テにむかう。また膝を冷や して果物を沢山いただき道路を横切つてYの

字を右に入いる所に 「庚申塚」が 5～6基 並ぶ。以前から気になって仕方なかつたこの 「庚

申塚」を見守るように葉を大きく広げた大木の名前が知 りたかつたのです。いいタイミン

グで向こうから一人のお じさん(私もおじさん)がこちらへ近づいてこられました。黄金小前

のコミセンでの敬老祝賀会でアルコールを飲んだため車に乗れないのでネコ車(一輪車)を

押して里芋堀 りに行く所だという。その木の名前を聞いてみると 「栓の木」(せんのき)と教

えてもらった。帰ってから調べてみたら和名を 「ハ リギリ」といい肥えた土地に自生する

ので開拓時代はこの木が農地開墾の適地の目印であつたというから鶴岡のこの地区の土地

は肥えていたので しょう。 さらにここは以前 「一本杉」と呼ばれ庄内のどこからでも見え

るほどの高い杉の本があつたという。何周 ピエ古ぼけたバス停が 「一本杉」となつていた


