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スパルタスロン２００７完走記
長瀬陽子

はじめに

スパルタスロンに出たいと思ったのはいつだっただろう。ウルトラマラソンをはじめ、

世界にそんな鉄人レースがあると知ったものの、自分とはまったく無縁なことだと思って

いた。

２００７年５月。２年越しで念願の萩往還２５０キロを完踏し、すべてをやり遂げた思

いでいっぱいだった。走る目標がなくなってしまい、ふとこの大会の存在を思い出した。

人が普通にできないことがやってみたい、ずっとそんなことを思いながら今まで走ってき

た。２０代最後に何かもっと大きなものを残したい!仕事の休みも確認せずに慌てて申し
込み書を取り寄せたのは募集締め切りギリギリの５日前だった。

職場に休みを打診したのはしばらく後だった。休みはレース前後で土日をはさんで９日

間。ちょうど職場の事務所の引越し日と重なっていたにもかかわらず、みんな快く送り出

してくれた。

最近では私が遠征に行くたび、「またどこか行くらしい」、と家族も職場も友達もあき

れ気味だったが、ギリシャとなると話も違い、壮行会を開いてもらったりして「完走しな

いと帰れないかも…」と逆に不安になったりもした(笑)。

事前準備

スパルタに備えて練習は特に変わったことはしていない。平日は朝晩各１時間半~２時
間をとにかくゆっくり走るだけ。たまにウォーキングのおじいさんに抜かれるくらいの超

スローペースだった。休日は LSD を中心に、１回に３時間以上、これまた超スローペー
スで走るという内容。

スパルタスロンは暑さ対策だ、とは聞いていたものの今年の福岡は暑くてたまらず、と

ても炎天下を走るのは無理だった。(１度お盆に試み、あまりの暑さに２ km で挫折した)
スピード練習は一切していない。(あたりまえ?笑)

走行距離

５月 ５１１ km(萩往還２５０ km含む)
６月 ４３１ km(にちなんおろちマラソン１００ km含む)
７月 ５５５ km(玄海１００ km試走含む)
８月 ６２８ km(単独１２時間走、５５ km林道ナイトラン含む)
９月 ３００ km(スパルタスロンまで)

例年よりも月に１００~２００ km 増しの走行距離だったので、この夏は体重がかなり
落ちた。８月のナイトランは去年の同時期よりもずっと楽に感じたので８割がたは走れる

だろう、と手ごたえを感じていた。

食事は栄養士という職業柄、ほぼ自炊。普段は玄米菜食というランナーらしからぬ食事
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をしている。

玄米・雑穀を主食におかずは野菜、大豆製品などの植物性食品中心、そのかわり素材と

調味料は厳選して使っている。(…ので、エンゲル係数は高い)こんな質素な食事に変えて

４年ほどたつけれど、不思議と故障がなくなった。疲れも長く残らない。

江戸時代の飛脚はおにぎり２個で、かごをかついで１００ km 走っていたと聞くので、
まぁ、人間このくらい食べておけば体が大丈夫なようにできているのかもしれない。

(でもレース前、ロングの練習の前後は食べたいものを食べている。)

実は今回、海外に行くのは初めてだった。初海外、初スパルタ。

ずいぶん思い切ったことをしてしまった。パスポートの手続きやら英文での申込書の提

出など、準備至っては本当に人のお世話になりっぱなしだった。

大阪の Y 子さん、もりっちさん、群馬の井上さんの３人には特に手紙やらメールやら
でレース前の手続き、過去のレースのタイムや写真・ビデオ等を送っていただいた。細か

く親切に教えていただき、本当に感謝している。

超ロングのレースはまっさらの状態でレースに臨むにはあまりに無謀、完走した方のア

ドバイスはとても参考になった。そのほかのレースの下調べは２００６年のMy stars ☆の
松下さんの完走記を読ませていただいたくらいだった。

出発からレース前

いよいよ福岡を出発。関空で大阪の竹上さんや Y 子さんらと合流し、飛行機に乗る。
ドバイ経由でアテネに向かった。長時間のフライトで完全に足がむくんでしまい、現地に

ついてからも痺れがずっと残ったままだった。

選手村のロンドンホテルで岡山のなおちゃん、東京の琴美ちゃん、北海道の能渡さんと

同室になった。私は集団行動が苦手なほうだけれどみなさんとってもやさしく、この大会

の間、とても居心地がよかった。

レースの準備、エイドの荷物分け、説明会など、レース前のイベントを済ませ、ついに

レース当日。７時スタートにあわせ、食事、荷物の運び出し、スタート地点へバスで移動

する。

緊張というよりわくわくしていた。２４６ km という距離を今から走る、きついのはわ
かっているからできるだけ楽しくこのレースを満喫したいと思っていた。

スタートからコリントス(８１ km)
スタート地点はアクロポリスの一角。ライトアップされた遺跡がとてもきれいだった。記

念撮影、知り合いの方に挨拶などしているうちにあっという間にスタート時間になってし

まった。緊張感のないまま、合図とともにいっせいに石畳を駆け下る。

主要チェックポイントのコリントス８１ km までは６分ペースで行かないと後が厳しく
なる。私はいつもタイムを気にせず体の感覚に合わせて走る。だから６分ペースのスピー

ドといってもよくわからない。(単に計算したくないだけ?)感覚が頼りだ。
そんなわけで最初は周りのペースに飲まれ、かなりハイペースだったと思う。

コースは最初アテネ市内の交通量の多い道路を走り、前半２０ kmを１時間５５分で通過。
ここまでに大阪から初参加の山本さん、楽松師匠にお会いし、しばらく伴走していただい

た。
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ペースは若干速めだったけれど気分よく距離を刻め、徐々に気温が上がってきてもそこ

まで暑いとは感じなかった。

夏場に朝晩距離を踏めていたことが思ったよりよかったようだった。

次第に緩やかなアップダウンのある海沿いのコースになっていった。(ここから先は記憶

力があいまいであまり覚えていない。いつも景色、タイム、途中でお会いした人などを記

憶できない。レースに集中しているのかも?)
CP ３９.５ km は３時間５２分。なかなかいいペース。ここで差し入れのおにぎりを口

にする。暑くて食欲はなかったけれど、元気なうちに食べるように言われていたのでとり

あえず食べておく。

コリントスまでは CPでも休憩はほとんど取らず、とにかく先を急いだ。
すると前になんと去年と一昨年優勝の能渡さんがいる!!「わｰ、私速すぎかも!」彼女の走
り方は力が入らずスタスタとマイペース。

エイド毎に写真や応援に応えてニコニコ走る姿は上位入賞者の走りとは思えなかった。

見ていて何だかとてもうれしくなる。私にも、「この坂がんばって登ったの?えらかったね。」
と声をかけていただき、あっという間に見えなくなってしまった(笑)

彼女は同室初参加の私たち３人のことをいつも気遣ってくれ、優しくて女らしくて、私

の憧れのランナーになった。めざせ!能渡さん!
いよいよコリントス運河が見えた。青くまっすぐと伸びるラインがとてもきれいでカメ

ラのシャッターを押した。時計を見ると関門まで結構余裕がある。これで一安心!
エイドに入ったのが出発してから８時間３６分だった。日本人サポーターの方々が飲み

物や食べ物を勧めてくれる。本当にありがたい。でも相変わらず暑さでゼリーくらいしか

入らない。３０分ほど休憩を取るつもりでいたけれど、立ち上がったときにみんなから「

行ってらっしゃい!」コールを受け、引っ込みがつかずにまたコースへもどった。
その中には行きの飛行機からご一緒だった東京の田口さんの姿もあり、びっくりしてし

まう。彼は５０ km 過ぎにお会いしたとき、暑さでとてもきつそうだったけれど…。何が

あるかわからないのがスパルタスロンだ。

８時間５０分ごろ出発。貯金は４０分だった。

コリントス８１ kmからサンガスふもと１５９.３ km
ここからは少し寂しげなブドウ畑が続く。暑さはピークを過ぎてずいぶん楽になってき

た。関門も甘くなるので最初は歩くようなペースでゆっくり走る。周りのランナーもそん

な感じなのであせることもなかった。このあたりで有名な巨石と遺跡をバックに記念撮影

をした。

１０２.５ km のゼブゴラシオは預けた荷物がなくて困っていたらゼッケンのシールが
はがれて迷子になっていたらしく、スタッフに探し出してもらえた。親切な方でよかった。

少し長めに休んで早めに痛み止めを飲み、靴下、長 T シャツに着替えた。日本人応援団
の励ましを背に再び出発をする。このときはまだ暑かったが、ここから徐々にのぼるので

しばらくいくと結構冷えてきた。

周りは寂しい山道で、前後のランナーもほとんどおらず、自分のペースで前へ進むしか

ない。この辺りから少し日が暮れてきた。私は今回、日本から持ってきたライトが壊れて
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いたので、本部からライトを借りるつもりでいた。そろそろやばいと思っていた頃エイド

につき、本部のスタッフが何かできることはないかと聞いてきたのでライトがないことを

告げると、予備の電池と一緒に手持ちライトを貸してくれた。ほっとした。

今から思えば、タイミングが悪ければ真っ暗闇を走っていたかも。日本できちんと確認

して荷物に入れなければいけなかった、反省。

ここから先はまたブドウ畑のような１本道で前のランナーの明かりを頼りに進んでい

く。この辺では静かで涼しくてとても気持ちよく走れた。

１２４.１ km のセントアンドリュー教会のある古代ネメアに２２時過ぎに到着。ここ
で約１時間の貯金ができた。Y 子さん、琴美ちゃんも到着した。あったかいうどんをサポ
ーターの方に用意してもらえ、うれしいので全部食べた。

「走り方が力強いから絶対完走できるよ」と日本人ランナーに励まされ、とてもうれし

かった。何気ない一言がスパルタへのパワーになる。ここでリタイアした梶川君が持って

いたパワージェルを分けてくれた。ランナーは助け合う生き物だなあ…。

琴美ちゃんと一緒に出発し、しばらく一緒に進んでいたけれど、ペースが徐々に合わな

くなったので途中で見失ってしまった。

オレンジ色の大きな月が真上にのぼり、ライトなしでも走れるくらいになった。未舗装

のでこぼこ坂をつまずかないようにゆっくりと走っていると、先を行っていたはずの Y
子さんと古山さんに会った。

「走れるとこまで自分のペースで行ったほうがいいよ」 といわれ、１歩１歩ゆっくり

進む。きつくても走れなくはない。私、案外元気かも。完走できるかな、ふとそんなこと

を考えた。

エイドのサポーターの方もつらい時間帯に入る。眠いし寒いはずなのに懸命にサポート

してくれる方々にパワーをもらえる。言葉は通じなくても気持ちが通じていた。「平気そ

うだね!」「笑顔がいいねｰ」と、何人にも声をかけられた。この時間帯、私はみんなの姿
に励まされ、逆に元気をもらっていた。うれしくて本当に元気だった。下り坂は転がるよ

うに暴走していた(笑)

１４９.１ km のリルキアに着いたとき、かなりハイテンションで声援に応えていた。
元気な自分が可笑しいくらいだった。

「 ここからは女１人じゃ絶対だめ!」 と大阪の伏見さんから忠告されていたので、ち

ょうど出発しようとしている CODANさんと一緒に行ってもらうことにした。
そこからサンガスの上り口まではまだ２０ km くらいあり、林道の細かなアップダウン

が続く。大きく登っている道もあり、いつまで行ってもどれがサンガスがわからない。リ

ルキアの向こうからずっと先から見えていたオレンジ色の高速道路のライトをサンガスだ

と思い込んでいたので、この時間はうんざりモードになっていた。

九十九折の山道、数回のエイドを経てようやくサンガスのふもとの１６０.３ km 地点
に到着。これ以上は人にあわせる走りは無理だと感じていたので彼に先に行ってもらい、

少し休んでいくことにした。

サンガスふもとからテゲア１９５ km
ふもとからは緑の蛍光ライトの案内に従って進めば迷う心配はなかった。
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サンガスはまったく走れず、ただ足場を確認しながらゆっくり進むことしかできなかった。

前のランナーが滑った足場を避け、慎重に足の置き場を選ぶ。山の頂上は寒いと聞いてい

たが、一向に寒くなる気配もないのでちょっとほっとした。下は怖くてまともに見れない。

Y子さんからも聞いていたが、意識が朦朧とした人は落ちてもおかしくないような山道。
まっすぐ前を見つめ、１歩１歩登る。

頂上に着くと厚着したスタッフにすぐさま毛布をかけられ、コーヒーが出てきた。けれど

ほんとに寒くないので、すぐエイドを出ることにした。

頂上ではロンドンホテルで一緒だった日本人ランナーの顔も見られた。みんながんばっ

ている、自分もがんばらなくちゃ!と気合を入れなおし、草木がなく見晴らしがいいガレ
場の下り坂を勢いよく下った。登る間に足が回復していたらしく、そんなにきついことも

ない。ただ、ずｰっと長すぎるくだりにいい加減飽きてしまう。舗装路に変わってもしば

らくは緩やかなくだりが続く。

夜が明けるまでに走れるところまで走ると決め、再び訪れたランナーズハイに身を任せ

た。寒いと聞いていた夜明け前も今年はそれほどなく、澄んだ空気が気持ち良い。明け方

は再び怖いくらいのスピードで暴走していた。このまま走り続けたらうっかり入賞してし

まうぞ、と妙な心配までしてしまった。(笑)あまりのスピードに追い抜きざま何度も声を

かけられた。この時間はふらふら歩いている人が多い時間帯だった。

世が明け、いくつか CP を過ぎ、農道が続くブドウ畑くらいでじわじわと暑くなってき
た。このあたりでさっきの無理がたたってペースダウンしてしまう。初日は湿気があって

日本の夏に近かったが、２日目は手ぬぐいをぬらしてもすぐ乾いてしまうほど乾燥してい

た。

この辺りで My stars ☆の若手のランナーの石田君と前後し始め、結局残りの３ kmくら
いまで励ましあいながら走ることになった。貴重な同世代ランナーの彼も同じく初出場・

初完走だった

テゲア１９５ km~スパルタゴールのレオダス像へ
１９５ km のテゲアに９時３４分到着。１０時に出ればスパルタに間に合うと聞いてい

たので時間を見ながらマッサージを受け、再び出発。貯金は１時間半。石田君にはここで

先に行ってもらった。

ここから先は恐怖のアップダウンの始まりだった。サンガスを超えてからがきついと聞

いていたけれどなるほど納得。同じ道を走っているかのようなコース。だんだん足が動か

なくなる。登りはかろうじて登れても、くだりはただ歩くしかできない。勢いよくくだっ

ていくランナーが本当にうらやましい。

ここのアップダウンではじめて萩往還よりきついかも?と思った。とにかく暑い。エイ
ドは生ぬるい水しかなく、硬水がおなかにくるのでたくさん飲めなかった。ちなみにここ

までくると道端のトイレも慣れっこで、人目のつかない藪を見つけるのが上手になってい

た(笑)このレースで正式なトイレを使ったのはたった３回だけだった。

暑さよけの手ぬぐいのほっかむりのおかげか、外国人のサポーターに写真をとられまく

った。暑くてだらしくて叫びたかったけれど、とにかくのんびり楽しく行こうと思い直し、

笑顔で応えていた。かろうじて走る割合が多かったのか、最高で３時間の貯金ができてい
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た。(すぐ使い果たしたけれど)

よいよくだりに入る最後のエイドで No.２１５のオランダ人の Dik に声をかけられる。
ネスタニ辺りから、お互いを意識していた抜きつ、抜かれつ、途中で何度も顔を合わせて

いたブルーのユニフォームの背の高いランナー。「君なら絶対大丈夫!強いね!」といわれ、
とてもうれしかった。彼の奥さんに２人で写真を撮ってもらい、笑顔で別れた。

ここからはずっとくだりと聞いていたはずが、くだりきった先に待っていたのは最大の

大坂!!
「うそやろｰ」と叫びそうだったけど、仕方なくトボトボ坂を登る。いつまで行っても

頂上すら見えない。そのうち前のドイツのランナーに追いついた。彼と眼が合う。２人で

苦笑いをした。気持ちはみんな同じだった。

頂上にようやくたどり着いた。後はくだるだけ…。でも足が痛くてトボトボと走ってい

た。すると金髪のランナーが元気に近づき、声をかけてくれた。英語が全然わからず、身

振り手振りの愛想笑いで話しているうちに体が軽くなってきた。彼の元気をもらえたみた

いだった。

彼= Johnとはその先でも何度も会ってすっかり仲良くなった。スパルタスロンは初参加
だったそう。このときはすごく元気そうだったが、完走後、送ってきたメールでは、足が

相当痛くてやめたかったらしい。ぜんぜん気づかなかった。

そうこうするうちに先に行ったはずの石田君とエイドでまた再会し、仲良く一緒に歩く

ことにした。けれどくだりはいらないブレーキがかかるので走ったほうが楽だった。

スパルタに近づくにつれ、完走を祝福してくれているのかクラクションを激しく鳴らし

まくる車が次々やってきて、疲れた体にはうれしいような悲しいような…。でもゴールまで

近づいているのだと勇気付けられた。最後のエイドを出ると自転車の少年少女がやってき

て「ブラボー!」と声をかけてくれた。ものすごくうれしい。
もうすぐレオ二ダス!!と思っていたら、John がすごい勢いで後ろから現れた。相変わら

ずパワフルな走りで、「一緒にゴールしよう」と誘われて走り出す。

橋を過ぎたあと、残り２ km の案内板が見えたところで John が「ダッシュしよう」と
言い出した。「うそやろｰ!」斜め左の大通りへ入ると通常は先導してくれるという白バイ
が、私らが速すぎてからか、後ろをずっとついてくる。

上を見上げると窓から顔を出して「ブラボー」 と声をかけてくれる人がいる。「Right!、
Left!」と指示されるままに夢中でダッシュした。最後に右に誘導され、通りの奥についに
レオニダス像が見えた!!
大きな拍手が聞こえ、「お帰りｰ!!」 と真っ先に能渡さんの姿が見え、１２４ K でリタ

イアしたという山本さん、応援の渡辺さんを始め、日本人サポーターのみなさん、伏見さ

ん、楽松師匠などの知った顔が次々とゴールで迎えてくれた。

ずっと夢だったスパルタスロン。ようやくゴールまでたどり着いた。苦しいときもあっ

たけれど、ずっと一人じゃなかったからがんばれた。

エイドで心配そうに声をかけてくれたギリシャの女の子、リタイアしてもゴールを託し

てくれた仲間、レース中お互いに声を掛け合ったランナー、ボランティアの方々、サポー

ターの皆さん、ほんとにたくさんの人の支えがあったから、それをパワーにして私は最後

まで走れたんだと思う。
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そう思うとうれしくて完走賞をもらうとき涙が出てきた。今までどんなにきつくてもレ

ース後に泣いたことはなかったけれど…。

しかし余韻に浸る暇もなく、両脇をがっちり抱えられテントに強制連行された。ドクタ

ーに質問攻めにあい、無理やり寝かされそうになるのを振り切ってラコニアホテルへ歩い

て帰った。

楽松師匠が心配そうにホテルまで付き添ってくれたのがとてもうれしかった。まだ帰っ

てくるランナーを見たいと思うのに…。

部屋でシャワーを浴びているうちにレースは終了し、琴美ちゃん、なおちゃん、西野さ

んがみんな完走できたと後から聞いた。

レースを終えて

その日はゆっくりする間もなく、スパルタ市で完走祭が行われ、祭りが終わって壇上で

再会した John と彼のお友達とでオープンテラスに Beer を飲みに行った。英語もわからん
くせにたいした度胸だったと自分でも笑ってしまうけれど、完走できたうれしさと同じ苦

しみを味わったという仲間意識が強かったからかもしれない。

コースや歴史はもちろんだけれど、世界中の人が集まるこの大会は国内じゃ絶対味わえ

ない幅広い国際交流が魅力だ。今まで興味のなかった英会話と日本人女性として自分を磨

こうと心に決めた。

着付けもマスターして、来年のファイナルセレモニーは着物で行こうとたくらんでいる。

視野が広がった。私にとってはそれが一番大きな収穫だった。

来年はもっともっと多くのランナーと交流を深めてみたいと思っている。

レース事態の反省としては、後半のアップダウンの攻略と(特にくだり)きつくなってから

硬水を飲む練習をすること。後もう少しがんばってみるかな。

このレースが終わればウルトラを引退して親を安心させる約束だったのに、まだ当分無理

みたい。

お母さんごめんね!!もう少しウルトラの母でいてね。

完

スパルタスロン２００７年 H１９.９.２８―２９

気温:最高気温３７℃ 完走率:３０.７% 完走者１２５名 順位７７位(女性８位)日本人

女性４位

CP 距離 時間 到着時間 関門時間

C/PNo２２ ８１ km(コリントス) ８時間３６分 １５時３６分 １６時３０分

C/PNo３５ １２４ km(ネメア) １５時間０７分 ２２時０７分 ２３時間００分

C/PNo４３ １４８.５ km(リルケア) １８時間５３分 １時５３分 ３時間００分

C/PNo５２ １７２ km(ネスタニ) ２３時間２０分 ６時２０分 ７時間３０分

C/PNo６０ １９５ km(テゲア) ２６時間３４分 ９時３４分 １１時間００分
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C/PNo６８ ２２２.５ km ３１時間２８分 １４時２８分 １５時間３０分

FINISH ２４５.３ km(スパルタ) ３４時間５４分 １７時５４分 １９時間００分

エイドの荷物

・ 全エイドに希望するものを置ける。

・大会前日に CP ナンバーが記した袋に分別する。持ち物にゼッケンナンバーを書いたシ
ールを貼っておくと、エイドにつくと出してもらえる。

・高価なものを置くととられることが多い。

・ライトは本部にもあるが持参するほうが無難。紛失注意。

・今回走った実感として、サンガス以降のエイドがお粗末&暑いので、ゼリー類は後半に
も置くとよい。

・私はサプリメント、ゼリー、塩があれば本部のエイドだけでも大丈夫そうだった。

荷物を置いた場所と注意点

・２０ km 地点から２０ km 毎。(１０、１７、２２、２９、３５、４３、４７、５２、
６０、６８、７４の１１箇所。)

・使用済みの荷物は“TO SPARTA"とエイドの人に伝えればスパルタに送ってもらえる。
・荷物にはサプリメント、ティッシュを全部に入れた。日中通過するところには冷ピタシ

ート。食べ物は魚の缶詰、ゼリー、水、カロリーメイト、おかゆ、あんこの缶詰などを適

当に組み合わせて入れた。

No ２９のゼブラシオ…長袖シャツ、靴下、ソルボバン。ここはメインストリートのエイド

なので、ゆっくり休めるのでおかゆといわし缶も食べる余裕があった。

No ３５のネメア…ウィンドブレーカー、ロングタイツ、軍手。白い教会があるにぎやかな

エイド。仮設トイレも唯一あった。サポーターの方にうどんをご馳走になった。

No４３リルケア…ウィンドブレーカーの下を置いたが、今回は必要なかった。

No４７ 予備の痛み止め

No５２ネスタニ…半そでシャツを置いたが長袖のまま着替えず走った。

No ６０テゲア…靴下 まめに履き替えたほうが気分はいい。ソルボバンも張り替えたほう

が安心。後半は指なしのものが楽。


