
■ oOキ ロマラソン じ ゃ あ ″― な る

1984年9月15日第 1号 発行～

997丁0826i鶴岡市美原町30‐24

2つ′3年ァタ月z台日

伊に静含偽 ↑求■
｀
珂P‖.このと,う海殉4安岬初F孫 ゴ及究、屯

｀
総 &サ称済坊ご告チt、資

マR`ボこ冴膨絶 布 毛卜
評

くとん 乃'転
(ヽヽケネが移 颯だか 1ヽ       .

粧 均働 の界γ形ヤ ン方このイ↓か のコメントk挿駕勤めヴ体モ物
ナ茅珍 ユ輝必ぶ じ沼)浸ガ ず。 れ にむタス

tlンw考み協 れじ

)務が掬紳栃る形い宅先筋θ冴彪ご悔郷効 際執行A.

連日の台風のニュースを見るたびに走りこみ時期の到来を感 じています。門間と申しま

す。私事ですが、この度、2つレースに参加 しましたのでご報告 します。

●9月29日庄内町ひまわリマラソン

庄内地方のとある小さな町の大きなマラソン大会で、毎年マラソン仲間で出場 しており

ます。私は午後から所用のため、一番早くレースが終わる5kⅢの部へ。実は初体験。

会場は昨年完成 したばかりの綺麗な人工芝のグラウンドでした。それに伴いコースも変

更されたことか、スタッフも戸惑い気味。10k mの部がスター ト時間なのにまだスター ト

せず、10分後ようやくスター ト。次は5km・…と緊張 していたら、スタッフが 「あれ !?10km

コース違うぞ !」「これだと10km無いぞ」と騒ぎ出し、みな爆笑。その対応でまだ始まらず、

ようやくスター トと思ったら、その間に3kmの選手がゴールするとのことでさらにスター ト

時間延長。結局10kmを 走ったほうが早くゴールできました。

前置きが長くなりましたが、結果は19分04秒と19分すら切ることができませんでした。

後から聞いたら5.lkmく らいはあったといわれました。先述の件もあり、そうなので

しょう !てヘペろ

010月 7日第1回山形まるごとマラソン

山形市でもマラソンが開催されるということで、朝5時30分にCス テーションイシカワを

出発し7時過ぎには到着、駐車場はガラガラでした。おかげでゆっくリアップができました。

Aブ ロックスター トは少人数の区分けで、本気の人ばかりでした。 じぇじえじえのじぇ

と思ったのですが、その中で一番先頭に坂井さんを見つけました。挨拶 したところ、せっ

かくだから先頭並ぼうぜと言われて、なんと4,000人の先頭に並ぶことになりました。 じぇ

じぇじぇのじぇ。

さて、 111の ブLり は ?す下、 と掠きは ?供 は歩いている,古設はイヽく費【い力`、 j違い抜しヽていく人は皆、僕の彩

動様ユ忙を 景きとし、う1,

雨の中 !テLり 出 し、久 し旗 りには‖くマ ラ ツン太扱を聞きなが らテLるc坂 を上 りきる頃fよ、 ビリになって

いる1、焦フに とは無い、先は長いのだ と思い後をお うc tt H可の中、実った稲穂が正そ うに丑れている。所 々

筋になっ T伸|れている稲もある。Hjが統いている様であり四った物だど.雨 の性でであろうが、イナゴもめて

きり少な|、

エエ2+年 でH:内平野の;i士御を変えた性大7)原1対は高速道路の建設だc之 により、平野は分断され、tど

との様な L通しの良さは求むべくも無くなつた,高 速道路の下を通ると又稲田θ'広がりとなるのだが、十1

の様な-1ド
の広が りを感 じることが1出来ない.甘 j性けの和‖が続 くほぼ直線の道を 。人走る。幼稚園の前と

'血るが、 1曜 日で雨も吸つていることモ)あり、誰|)‖ない.エ ー ドを通 り過ぎ、又高速の下を通る。11l m

の中の道 )長年の間に鮒装化が進んだが、木だ木鮒装の部分が残っているc木 舗装の道は車にも人に()オ

リ、好ま|′ぃ物ではない.1十二!愉のll11はにより、!I'lllllが出来、雨水が‖まったりするからだ。

神作上のil前
で左折する.民 家の先は州であつたが、4く動産会社が区画整理をし、大きな道路を通 し、北

地としてうこり出 している。数年後はこの,辺t)家が立ちiにび、市街の 一部となるのであろう。

冬きtit r士
大きな道路とで  と 市の中花ヽ印を結ぶ,  街 道だっ左折 して3つ 日のエー ドに向か う↑

誘導に従し、道路を波 り、スター ト地点に1占1かう、′3つ 日の高i盤道路を潜 り抜け、農道を走つていると、ウ|

頭ランナー_が追い抜いていく。キロ9分 でたつている、自分と比べると倍以上だっ河童を来ているので河

で中から/:身
が濡れてくる。大した雨では力【いが、1liむ気配が決【いので、次の一周も脱がずに走る。

2周 日え、らエー ドで水分などを補給する(何 人かの早いランナーに抜かれる。雨は降ったり止んだりと

成 り、 3ルIHか らは河並を脱いでテLるっ歩きrkり避いたりなので、モ ット多くのランナーが抜いていく|

のと、思て,てぃるび)で、想定 している人に会わないと、如何 したのか心西とにもなる。熱くなく、何時にコ|

く条件寧ザとぃのに如何したのかなと思うのである′「 拓蒻D医マブ`きょ勇
先頭に立ち気合が入りすぎ、3分40秒で入ってしまいましたが、その後は4分10秒をキー

ア。しかし、馬見ヶ時に入り、10キロ過ぎたあたりからキロ4分15～30秒かかってしまうの

文】す。やはり月60k mの 練習量ではこれまでか…と思っていたのですが、折 り返 して気づ

:|ました、 Lり 坂だったのです。てヘペろ。そこからはず一っと下りで、調子も戻 り、3分

55秒とイケイケで、ゴールしてみたら1時間26分26秒と自己ベス ト近い記録をだせました。

ヤト道も、さすが県都、人が途切れることなく声援が多かったので、気が折れることはあり

目|せんで した。ただ、暑いのに給水がことごとくぬるく気持ち悪かったです。

ゴール後は沿道に立ってカメラマン。うなぎ屋さんが足を引きずりながら来ました。さ

て)きさんは表情を引きずりながら来ました。れなさんは余裕の笑みで来ました。菊地さん

に1来ないです。来ないな～、来ないな～… (ピーポーピーポー)まさか !と、陣地に戻った

を,いました。風邪引いている割には速かったです。そういえば、坂井さんも膝にテーピン

タ`をし 「ケガしているから今日はキロ4分だな」と話 していました。後で、結果を見るとS

チ1さんはキロ4分どころか、年代別で3位になっていました。

できるランナーはレース前の駆け引きも上手なのでしょう。見習いたいと思います。

次回の天童ラフランスマラソンは練習不足なのでちょっと走れないかもです。それでは。
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_垢 さんが追いついて来たのは4周 か 5周 日であつた。暫 し、並走して話をする。アキレス腱をはじめ

彼方H方 に痛みが出ているという。痛くては早く走ることも、長く走ることも不可能だ。第一楽 しくない。

時間を掛けてでも、完治させることを勧める。加齢により早く走れなくなったことのボヤキも出る。これ

は如れも筋力低下だけの問題だけは無く、筋肉の使い方、走 りの質の変化だとの話 も出る。言われてみる

と、稲かに若い人のように、バネの利いたしなやかな走りは需や望むべくも無い。それにしても、怪我を
セlホ

完治させて何時までも走り続けて欲 しい物だ。

太勘の辺 りを走っていると、日回の方から
“
大森さん

"と
大きな声が聞こえる。何台かの軽 トラックが

止ま屯てお り、4-5人 で田圃の異なる場所の稲株を刈つて集まってきた。坪刈りをしているのだ。声の

主は尻覚えはあるが、名前は思い出せないず、バツが悪い。走路を離れ田圃の中で話をする。雨が続き稲

刈 リカ遅れているという。後で五十嵐さんに声の主は三浦和
挑

さんであることが分かった。僕の事を知っ

てぃる人はこの辺 りには少なくとも居るのだ。名前は知らなくとも、出会った人には挨拶をしているので、

この圧圃道を走ればまたこれ等の人達にも会える。来年からは勝手に走ろうとの思いが強くなる。

内止さんや越田さんに出会ったのも、この前後である。越田さんはほぼ順調のようであるが、内山さん

は何ドもの元気を欠いていた。矢張 り20年 の歳月は大きいのだ。
一

昔前は元気で走っていた鶴岡での走

友をここ2-3年 の間に僕は 3名 失つている。僕より皆若く、 トテモ残念でならない。年長者が死ぬのは

醤す3『
空二毬|をと香畳:寧 i督 高言ど今だ看猥暫∫経済思を格塀忌と| ほ`岳各品畳客居|:曇憂禄星払曇

人が羅病している。羅病 しても、皆死ぬわけではなく、天寿を全うする人もいるようである。癌は一様で

はなくヽ治療方法も色々有ると聞く。発病には色々の要因があり、これを完全に防ぐ方法は無いのであろ

ぅ。起めて、我々に出来ることは早期発見であろう。定期的に適当な検査を受け、自分の体調を知つてお

くことが重要であろう。

そ汗にしても、今 日の雲の変化は何時に無く激 しい。雲は何回も月山や金峰山を上 り下りを繰 り返 して

いる。又雲の厚さも頻繁に変わるようで、空が明るくなつた暗くなったりする。午後になると、幾分空が

明るくなり、雨はもう降らないのではないかとの希望が湧いてくる。然 し、この思いは希望的観測である

ことヵ直ぐに分かる。 6周 目に入つた 3時 ごろ急に空が晴くなり、やや強い雨が吹き付ける様になつた。

この「回はほぼ雨の中を走り、体が冷えてくる。時間内に 7周 しようと思つていたが、この回で止めよう

と思 ぢようになる。以前の様に時間内は何としても走るのだという思いはもうないのだ。状況が悪くなる

と、これを理由に走行を諦める悪い癖が付き始めている。周回の終わりごろには雨脚も治まり、空も明る

くなてていたが、走 り続ける気持ちは無く、本部に着くと迷わず
畢

波さんに走行終了を告げた。 4時 半前

でぁてた。暫く休み、食べ物も食べた後、雨は止んでいるが保温用に河童を来て、反対方向に歩き出す。

9キ r地 点の正面に見える大きな禅寺に立ち寄り、その後民家の間を通る小道を歩く。鶴岡は水の豊かな

町で渉 り、彼方此方の堀には浴々と水が流れている。藤沢
陽

平の生地を訪れる。走路から3-40m右 手

に入てた所で、生家はなく4x4m四 方の一段高くなつている石の地盤に碑が立っていた。

籾山さんの車で宿に戻 り、シャワーを浴び宴会場に行く。宴会は最後ということもあり、何時もより賑や

かで、主催者の永きにわわる労を労 う贈り物もあり、華やかに終わつた。関係者の皆さん本当に御苦労様

でした。


