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菊地さん、スタッフの皆様、本当にありがとうございました。雨の中大変だつたかと思います。

菊地さん、長い問どうもありがとうございました。

今回は、どうやら、本当にFINALの つもりらしい 。・・?。 え― !!皆 さんにお会いでき

なくなるのかな～。何回かこの大会に来ていると、走ることよりも人と会 うことが中心になつて

きます。でも、やつぱり、皆さん走るのが好きで、走る時間を共有 し、走りもあるからやつてく

るのだと思います。この大会参加の目的がどの程度 「走 り」にあるかどうかは、各人それぞれだ

と思いますが、走れるのならば、走ったほうが良いし、走ることと全く関係なければこの大会に

出会 うことも、そこに集 う人たちと出会 うこともなかったので、やっぱり走 りは大切かと思いま

す。それに、走つていると応援されている感 じがして、実際に気持ち良い。… らしい (???)。

昨年の自分の走 りを考ると、現在の走力では、100Kを 11時 間以内というのはかなり厳 し

いと感 じた。でも、最後にもう一度この大会を完走したいという思いがありました。そこで一応、

鶴岡の前までにハーフを数本 (1時 間 30～ 35分 )と 100Kを 1本 13時 間弱で走 り、スピ
ー ドとスタミナをつけてきた。もしかしたら、可能性はあるかも・・・と、考えていた失先のこ

と、1週 間前に千葉のKさ んからメールが来て、ギター持参要請 (?)が ありました。園長が 「園

に置いていつたら」というのを振 り切 り、迷惑も顧みず、持つてきました。たぶん、Kさ んご期

待 (?)の 100Kを 8時 間台の完走は、今の自分には無理なので完走後に弾くことはあり得な

いし、早々のジタイアもしたくないので、どうも出番はなさそ うです。ただのお守 りに成 り下が

りました (すみません、結果としてこうなっちゃいました)。

羽回では、いつものように、大阪や北海道の懐かしい方々とも会いでき、とつても嬉 しかつた

です。鶴岡につくと、ここでも、懐かしい方々とお会いできてとてもうれしいです。初参加の時

は若者だった自分も結構年を取 りましたが、他の皆さんも、やつぱり年を取 りました。この大会

があつて、出会つて、こうして毎年、懐かしむのですから、なんて不思議なことでしょう。

開会式の雰囲気は、これまで以上に、妙に懐かしげに感 じられました。皆さんの自己紹介の換

拶の中にそれが表れていた感 じがします。自分は、しゃべるのが苦手なのですが、こんな素敵な

開会式をやる大会はここしかありません。楽しませてもらいました。

暑くても、気分的には晴れが好きです。でも、当日は、小雨で走 りには絶好のヨンディション。

今 日の作戦は、とりあえず、速めのペースでスター トし、あとは成行きに任せ、後半粘る。でき

ればフイバルの千葉のKさ ん (参加の全周回数で競っている)を 5週 目くらいにはとらえたい。

どこかのエイ ドに、勝手に心の支えを作 り、それを希望の光として頑張る。でも、閉会式に出る

体力は残 しておく。ずいぶん冗長な作戦ですみません。
スター ト直後、一度は見ておきたい地元エースのK丸 さんの走りを見に、先頭についていく(野

次馬根性)。一応、見るだけ見て、 lKす ぎから自分のペースにする。キロ5分 10～ 30。 か

なり速いぞ、勢いがつきすぎたかな?。でも、とりあえずは持つところまで行くことにする。 1

週 目のエイ ドは挨拶だけで、寄 りませんでした、すみません。しばらく走つていても速めのペー

スのせいか、周囲に人があまりいない。少 し寂 しい。S浦 さんとしばらく並走。でも、今の自分

13.0'.29--08。 16  Kung s l eden

Kuagsledenは 英語にはThe King)s Trai l  と 訳さメわてしヽる。 Sweden】 ヒ部、

Norvayょ りの荒野を通る連続 した山道である。19世紀後期に創設の発想が起こり、1920年 に立派な小屋

を備えこ 425キ ロ余 りの山道の完成を見た。今回はこの内、北極圏に属するArbisko― Kvikkj0

kk間 っ200キ ロ余 りを歩くことにした。この部分は 10-20キ ロと適当な間隔で小屋が整備されている部分で

ある。、!こから南のAmmanacsへ 130キ ロの間は全く小屋が無く、テン ト無しでは踏破が不可能なので、

最初かぅ対象外としていた。Ammanaesは Vindelaelvsloppotの スター ト地点で、日本

から2覧に三 りここを訪れた人は何人か居る。山道はここより更に南のHenmavanま で続 くが、此区間は

小屋が十常に整備されていて何時でも訪れることが出来る。

SW3denを 訪れて人が等 しく抱く印象は地形が平らだということであろう。国境のNorwayに 向かっ

てなだぅかな起伏を繰 り返 し徐々に高度が上がることは確かであるが、日本と比べれば平地といえよう。

7月 19日Thai Airで 成田を立ち、翌朝 7時 前にはStockholmの 空港に着く。国内線は安全

の為 1]時半を予約しておいたが、その前の便に乗れそ うなので、窓日で変更の手続きをする。変更には 200S

EK(1旬 3200円 )必 要であるが、早めに明日の出発地点に到達していた方が良いと判断 し、予定より丁度 3

時間早 、8時 30分 の便でKirunaに 向か う。1時間 20分 ほどで到着、空港でArbiskoま での便を訊

くと  ヽ1こ で 5時 間待つかKiruna市 内で同じ時間待たないとArbiskoへ のバスは無いと言われる。

空港は′
可も無いので市内まで行つて待つことにする。結局 Stockholmで 便を代えたメリットは全く無か

つたこ=になる。

Ki「 unaは 鉄鉱山の町である。此町にも4-5回 来てお り、此れ とて見たい物は無いが、空港よりは増 し

だ。木!望の巨大な教会や鉄の町の鉄の市庁舎などを見て、R撰を潰すが時間を持て余す。幸い天気は良く、気温も

20度 近くぁるので、野外でブラブラするには支障は無い。

バス ド出る時間にバス停に行つてみると、20-30人 の其れらしい恰好をした男女が集まっていた。バスは更

に西に 130キ ロほど走 り、Norway国 境まで 50キ ロ弱のArbikoに 着く。ここへは原さんや菅原強さ

ん達が ンapland loOキ ロを走 り、その後 Icalandで 菊池さん達と合流 した年にNorwayの

Nar′ ikや Finlandの Rovaniemiを 訪れて際に一時立ち寄つたことがある町だ。北側に巨大

な湖がiぁり、南側には鉄道の駅と道路が走る街である。ここがKungusledenの 起点である。

立派なサ
雪泊施設があり、ここに一泊し明日早朝の出発に備える。

匠 亘コ:7時40分、第一歩を踏み出す。全長200キ ロそれに横道にそれ Sweden第 一の高山、    K

ebnぅ kaiseに 登れば、案内書の標準行程では 14日掛かる。それに天候が悪く、足止めを食らうことが

あるか ぅしれない。行程は早めにこなして置いた方が無難である。今日は 2日 分の行程 85キ ロ地点まで進みた

い。

右手|こせせ らぎの音を聞きながら、白樺の林の中の山道を徐々に登っていく。道幅は lm程 で、石の凸凹道だ。

廻 りにツれ、てぃる人は誰も居ない。2時 間ほど歩くと道は狭くなり、人一人がやつと通れる位で、両側の草や低

木が道11覆ぃ被 さり見えなくなつている所もある。隈かない様に用心しながら進む。やがて道の右側に小さな建

物が幾ゎか見ぇる、一つは術易休憩所で
は
く
"の

字型をしてお り、文字の両端は外気に1用いてお り、戸は付いて

いない。東ん中には小さな新ス トーブが付いていた。他の小屋は厠であろう。最初の小汚とのある所がArhi、
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鍔繁ど1〔,Fェ千ユ鵠1llr秘生陥権艦

の符森ま身どF`は主狩多ポ ギいず昇原理歩Fあ β!P
ではとてもついていけないので、勝手に遅れだす。徐々にペースが落ちていくが、何とかほぼ作

戦通 り、5月 を4時 間45分 くらいで通過。ここで計算する。残 り50Kを 6時 間 15分 で行け

れば完走。キロ7分 30秒 イーブンで完走の計算。この時点でかなり葛藤する。もしこのままの

ハイペースで行つたら、途中で明らかにものすごく苦しくなつて、歩き出し、リタイアか制限時

間オーバー ・・・。仮に、キロ7分 強で行つても、それでも結構速いペースなので、やっぱり途

中で苦しくなって、ペースダウンする可能性はかなりある 。・・。いずれもペースダウンする可

能性が高いので、ここは思い切つて、あとの作戦で粘つてみることにする。
ペースを落とすと、周囲の見え方が変わる。エイ ドも楽しめる。しばらくはとりあえず楽に感

じる。Aス テの地元のO井 さん、今年もかき米の用意ありがとね、でも、寒くてちょつと無理で

した。ごめんなさい。そうめん面白かつたです。Cス テでは大阪のY岡 さん、道路横断誘導あり

がとうございました。地元のH田 さん、毎回笑つちゃうような面白いお迎えありがとうございま

した。でも、自分が一
番楽 しみで、心の支えとなつたのは、Bス テでした。M佳 さんの師匠 (?)

の I田先生や地元のS藤 女史、も、もちろんですが、もつと強い支え?・ ・・ひ ・み ・つ。

こんな感 じで 2週 は少 し楽に走れたが、8週 目に入るとかなり苦 しくなってきた。ペースが落

ちそうになる。ぎりぎり完走のペースなので、これ以上落とすわけにはいかない。ということで、

次のエイ ドを目指し、順次出発。長休みもしたいし、もつとおしゃべ りもしたいのですが、スタ

ッフの人たちもどうも完走を目指 している人には、走りに出発することを促すみたいです (勝手

な思い込みかな～???)。  9週 目に入ると、何とか逃げ切れそうな気がしてきて、やや心が強

まる。でも、油断禁物。心が折れないように、気を付けながら、歩かない、あまり長 く休まない、

座つてもすわりこまない、ペースを上げない、など気を付けて走 りました。終盤苦しい9週 目を

ご一緒 して下さつた山形の I日 さん、ペースの確認や励ましを送つて下さつた名古屋のK日 さん、

ありがとうございました。何とか、 11時 間以内でゴールできました。

閉会式ではいつもにもまして、ステージに注目が集まつていたと思います。M佳 さん他、とつ

ても粋な計らいで、楽しいやら哀 しいやら。私も半分涙目でしんみ りと、かみしめてお りました。

菊地さんに、いろいろな方から、来年も開催の希望を期待する声があるけれ ど、かたくなに拒ま

れていました。ほんとに、本当にFAINALな んだ !、と思いました。でも、菊地さんが最後

に 「勝手に来て勝手に走つて下さい」と言われたので、ちょっとほつとした気分です。では、来

ko」 a ureで あり、距離は 15キ ロである. Jaureと は此地方では良くある地名で湖7)情す Sam il言ri

である。削 土ナ雌数に近くあるので、無数に近いXXXJaureの 地名があることになる。吊橋の反対側に小駐

が見えてくひがヽここには立ち寄らず更に 20キ ログと次の小庄、Alesjaureを LI指
‐
)。

_主 標は舛ど出ておらず、特に小屋の近くでは色々な道があり、道を失い易い。幸い大を連れた2人連れに出会

ったので、当を訊き、次の小屋に向か うこ|が 出来た。暫く腸αD指す中を歩いていると、箕行きが怪 しくなり、

風が強くなう。天気予報では好天の管だが、如何 も様子が可笑しい。暫く進み金 りがきつくなるげf、Hすが吹き|、十

け出す。1荒ごて防水 Jacketを 着るのが1帯一杯でズボンは靴を川地がないと履けないので諦める。リュックt〕

雨対策をして居る暇が無いのでそのままで進む。風は向かい風で非常に強く、時折後ろによろけたり、前肥みに

なつて造 り邑ごす。|||の天候の急変は恐ろしい。

左手が深
′`谷に成つて居 り、此辺 りはArbisko日 立公園であるが、雨と比風の為、景色をけとめてたり、

写真を撮つとりしている余裕は無い。先ほどの小屋を遅く出た連中の何和1かに追いつくり皆感天候の中、難tそを

している。終は ド半身はずぶ稀れ、靴はジャブジャブ、寒くなって来たので兎にTfl前避を続ける,体 柿|がドが り

助け無く成る危険は避けたい。此区間の昇りは 330mで あり、懸命に前進する。樹林帯の上の車やJ禁下までの

低木 しか生えていない地排で、休みたくてt)風を避けて休める場所 も無い最悪の状態だぃこんな所でH性一の避雛

場所は大きな石の風 ドだけだ。他の連中を何人かi上い抜 く。厳 しい雨風は■時肘1～l続くと治まり出し、柿庭ない|:

も見られる米になる。

天候がl「傑する頃、台湾からの女性 2人組に出会 う。やつと生き心地が し、彼女たちに問 上を避 り、立ったま

ま談失する 道t)緩やかに下り出 し、遠 くに小屋 も兄え出す。やれやれである。

小屋に若r たヽのは ]7叶 40分 、丁度 101時間掛/Jhつたことに成るっ 35キ lJ 1 0‖Ⅲド!は先ザ化ずといえi3」

この様な山直では毎時 3キ ロが標準であろう。

宿に若いて先ず遣ることは食 うことと、明 日の準備である。ずぶ濡れになつた衣類 と靴を乾かせなければ成ら

ない。」ヽ魁こは乾燥室があリガス焚きの乾燥機があるが、避ほされておらず、乾燥の期待は持てない。取りlT7xえ

ず、開ぃて るヽ所を見つけて、濡れた物を掛ける。靴には雑詰の紙を九めて居れて置く。翌朝まだ濡才している末

類をビニーレ袋に入オ1′持つて出かけることになる。

Santia goの 道を歩いた時 もそうであつたが、今|工|も食事は日2回 と決めている.宿 には立加くな十1'「が

あり、皆自白に使える。但 し必要な水は近くの川や湖からバケツで運んでくる必要があるっ斉i炊きはガスパーナ

ーで行 う。せ事の鍋や食器の洗杵は別の容器で行い、汚水は別のパケツに入れ、7う水処容器までもつて行き平iて

る。小屋に事くと先ず食事である。今lDlは米を多用 した。あちらで買った長粒米を焚いて、チーズ、ノーセージ

等 と共に食
ミる。生鮮食t‖1は一切無いぅ毎回の食事はヽ調で全く変|ヒが無い。これに、飾上、チョコレー ト、ク

ラッカー、
′~ズ ン等を歩きながら食べるだけである。そ'1夕にSweden独 特の板状の乾燥ハンにチューフ人

りの階子をとつた物も何回か食べたt小 屋では食材を売つているが、皆乾4勿で,選択の幅はり〔く、それに高い。及

本的な資料よ多少重くとt)、準備 して行くべきであつた.

10百 10コ 6時 40出 発、26キ ロ先のSaclkaを 目指す。次の小屋のTjaekljaま で1まli キヽ

ロ、この問)昇りは 220mで ある。今回歩いた中でこの辺 りが最も標高の高い所で、最高地点は 1150mで

ある。勿論1林帯の上であり、石だらけの草地や這 うように生えている低木のみの起伏 した高原で見通 しは良い。

近くの山Cとみには雪が見られる。西側 10キ ロ辺 りがNorwayと の国境でそちら側の雪の山々はNorw

ayの 出てらろう。
年もまたお会いしましょう。 出下 和 之


