
スパルタスロン２００８完走記
長瀬陽子

【はじめに】

｢ヨウコ､何デ､キモノ着ナイノ？｣

昨年の表彰式で素敵なイギリス人ランナーのこの一言で引退宣言を撤回､再チャレンジ

を決めたスパルタスロン｡

英会話を習い始め茶道のお稽古も浴衣で臨み､準備は万端 !動機は不純だけれどせっかく
走るならもちろん完走したい｡

中略

大きなレースを前に１人で調整していかなければならない不安や寂しさ､マイナスの思

いが渦を巻いてじっとしていると気が狂いそうだった｡忘れたい一心で朝から晩までがむ

しゃらに走っていたそんなギリギリの状態をつないでくれたのはチームのメンバーやラン

ナー友達から時々来る電話やメールだった｡“がんばっているのは自分だけじゃない｡“その

ときの私にはそんな仲間の存在が何よりも嬉しかった｡

【スパルタまでの走行距離と主要練習会･レース】

２００７ １２月 北九州~国東~別府１８０ km 走(大分空港１４０ km 地点で挫折)
２００８ ２月 北九州~国東~別府リベンジ１８０ km 走(２６時間で完走)

５月 ５４８ km 萩往還２５０ km(４５時間５１分０４秒)を含む
６月 ４４６ km にちなんおろちマラソン１００ km(９時間５３分４７秒)を

含む

７月 ５６６ km 富士山合宿､玄海１００ km マラソン試走(１４時間４５分で
完走)を含む

８月 ７２２ km 麻生林道ナイトラン５５ km ､北九州本城１２時間走(自主
練)を含む

９月 ３１７ km (スパルタまで)

私の場合はレースよりも練習会の方がよっぽどきつい。特に北九州 URC で走った１８
０ km 走は､寒さで凍えて本気で死ぬかと思った。
玄海１００ km 試走は殺人的な暑さで熱中症と膀胱炎を併発し、ゴールで泣いてしまっ

たくらいきつかった。“練習でレース以上の事をしていないと走れるわけがない "と言うの
が私のウルトラに対する考え方だ。

【出発からスタートまで】

今年のスパルタスロンは『TEAM THE HORIZON 』の一員として参加した。大部分のメ

ンバーとはお台場２４時間走や萩往還で事前に顔を合わせていたので、福岡空港~関空~
ドーハ~アテネまでの道のりは長かったけれどとても楽しかった。
２５０ユーロの参加料にも含まれる選手村のロンドンホテルは様々な国のランナーが集

まるが、今年は直前に日本人専用のパレスホテルに変更された。食事もおいしく、フロン



トスタッフも親切で快適だったが、国際交流のチャンスが減ってがっかりだった。

レースまでの数日は、アテネ観光やエイドの荷物の準備、エーゲ海沿いを軽く走ったり、

地元のスーパーでお土産探しをしたりしてのんびりと過ごした。

【スタートからコリントス(８１ km)まで】

レース当日の朝は４時に起床、部屋で日本から持っていたα米とインスタントみそ汁、

果物などで簡単に食事を済ませた。

６時にバスでスタートまで移動する。辺りはまだ暗い。ライトアップされたスタート地

点はとても幻想的で続々と人が集まってきた。初出場者やスパルタ常連者、昨年のリベン

ジを誓うランナー、想いはそれぞれあるのだけれど、皆今からはじまるビックレースを前

に興奮しているようで、辺りは騒然としていた。

カウントダウンでスタートし、小さな段差やあちこち穴につまずかないよう、足元に気

を配りながら駆け下る。アテネの大通りは大渋滞が起きている。

警察の誘導で止められた車からクラクションが鳴り響く。まわりのスピードに飲まれて

ペースが全く分からなくなった。

いくつかの町を越え、２０ km を過ぎたあたりからエーゲ海沿いのコースに入る。ここ
から思わず声をあげてしまうほど、空と海のブルーがきれいだ。

ギリシャの色のイメージは青と白を思い浮かべるが、この空と海と切り立った白い岩肌

がそう連想させるのだろうか。

海辺を覗き込むと海底がはっきり見えるほどの透明度。日差しはまぶしくなっていたが、

この景色を記憶にとどめたくてサングラスをはずした。

アップダウンは結構あるが、気持ちが高ぶってそんなことは全然気にならない。２４６

km の中でここが一番わくわくする景色だ。
４０ km 地点で時計を見ると３時間３９分だった。フルでいえば３時間５０分のペース。

練習ではスピード練習は一切していないが、本番でペースアップしても意外と走れるもの

だ。体が止められないくらい軽い。今年は去年よりも断然涼しくて走りやすい。

最初の主要 CP のコリントス(８１ km)についたのは８時間０９分。去年より３０分くら
い速く自分でもびっくり。身体は全くきつくない。続いてメンバーの Zep さんが到着。チ
ームサポーターの前村さんによると、他のメンバーはまだだいぶ後からきているらしい。

みんな無事に走れているだろうか。１時間半の貯金を作れてほっとする。

それにしても、主要 CP というのにトイレがない。守衛さんに声をかけてかしていただ
いたが、この大会の(…ってより、ギリシャ自体)トイレのなさにはホントに閉口してしま

う。

【コリントスからネメア(１２４ km)を抜けて、リルケア(１４８ km)まで】

１０２ km の街中のゼブゴラシオで長めに休憩を取るつもりで、約２０分休憩してコリ
ントスを後にする。

ブドウ畑の静かなコースに入ると日はかげり、今年は少し寒いくらいだった。充分貯金

を作れているので余裕を持って走れる。

しばらく行くうちに冷えているのでちょっとトイレに…。前後のランナーがいない頃を

見計らって茂みに入り、コースに戻ろうとしたとき、足をとられて転んであごと左ひざを

おもいっきり地面に打ちつけた。手に持っていたペットボトルは衝撃で割れてしまう勢い

だった。大げさでなく、ここで今年のスパルタスロンは終わったと思ったくらい派手な転

び方だった。



「あごが割れたかも ?!」と、パニックになったところに向こうからやってきたフランス
人カップルが駆けつけ、足を止めてしばらく一緒に歩きながら落ち着かせてくれた。恥ず

かしいやら痛いやら…。何処を打ったか聞かれても、あごの英語が分からない。(笑)まさ

かこんなところをケガするなんて思っていなかった。

レース後のパーティで聞いた話だと、このカップルはお友達同士だったとか。２人は最

後まで仲良く一緒に走って私の少し前にゴールしていた。１００ km 近く走ってきて、き
っと自分達もきっときつかったはず。心遣いがとても嬉しかった。

ゼブゴラジオに到着。着替えを済ませ、痛み止めを多めに飲んだ。足というよりもあご

が心配だったからだ。幸い少し腫れたくらいで最後まで持ってくれた。多分最後は足やら

何やらの痛みで何処が痛いかも分からなくなっていたんだと思う。

今年も日本から自分で用意してきたお粥やカロリーメイトなどの食べ物にはほとんど手

をつけなかった。やっぱり予測できない事態が起こる長ロングでは食べたいものなんてコ

ロコロ変わって意味がないようだ。

しばらく行くとコースは徐々に登り始める。足場の悪い山道に入ると周りはすっかり暗

くなっていた。

月は細い下弦の月でライトがないと真っ暗だった。そのかわり、星がとてもきれい。

満点の星がここまで走ってきたご褒美だ。昨年はここらでテンションがあがって山道を駆

け登っていたはず…。うｰん、こんな道あったっけ ?(笑)
ずっと登り調子でうんざりしてきた。おまけにここは女の子１人で走る場所じゃない。

うわさでは地元のチンピラにさらわれた女性ランナーもいるらしい。前を行く日本人の男

性にお願いして一緒に進んでもらった。北海道から参加の計良さん。彼は初挑戦で楽々完

走されていた。次はまた違う世界の大会に挑戦したいと、完走パーティで余裕のコメント

をされていた。

１２４ km のネメアにたどり着いたときはかなり疲れていた。余裕は２時間弱。前半飛
ばして後はのんびり走る作戦だったけれど、思っていたよりもコースが厳しい。

何となく胃がおかしい気がして、「少しでもエネルギーを」と、普段飲まない柑橘のジ

ュースを口にした。胃酸が急に上がってきた。こんなこと初めてで戸惑ってしまう。オー

バーペースがいつの間にか内臓に負担をかけていたのだろう。胃腸は強いから安心と、胃

薬は全く用意していなかった。

この後は緩やかなアップダウンでも胃にこたえ、道端で嘔吐を繰り返す…、といった地

獄絵図になってしまった。

【リルケアからサンガス頂上(１６１ .８ km)まで】

夜中の１時５３分に１４８ km のリルケアに到着。エイドにはボランティアやサポート
隊の他、選手の応援をしながらエイドをまわっている方もいる。東京の杉浦さんの奥さん

から食べられそうな物を用意していただいたが、ほとんど受付けないほど内臓が弱ってし

まっていた。食堂のトイレを借りて少し休んで元気なく出発した。それでも貯金は昨年よ

り３０分速く、１時間半あった。

サンガスまではひたすら登り。坂道が得意な私だけれど気持ちが悪くてひたすら歩いた。

つづらの山道は登っても登っても頂上につかない。うんざりした頃サンガス麓の CP に到
着。

毛布に包って座り込んでいると、大阪の山本さんが追いついてきた。リベンジに燃える

彼はまだかなり元気そう。元気なランナーを見るとヘトヘトの自分と比べて余計に不安が

募る。

下から見上げたサンガスは、登っていくランナーのライトと案内板の蛍光ライトがゆら



ゆら揺れている。朦朧として弱音を吐く私をサポートの前村さんが「ここまでくれば大丈

夫 !這ってでもゴールして !」と励ましてくれる。心細い山の中で知った顔に会えるという
ことは、本当にありがたいことだ。

山越えは足場に気をつけながら慎重に。途中の断崖絶壁にはビニールテープが張ってあ

るだけで、滑ったら終わりだ。山の頂上について再び毛布に包ってようやくチョコレート

とコーヒーを口にできた。途中のエイドでいただいた胃薬が効いてきたようだった。

サンガスの下りは富士山とそっくりで、足場が悪くてなかなか飛ばせない。ゆっくり身

体に響かないように小走りで下っていく。今年のサンガスはレースに備えて整備されてい

たとか。どおりで去年より下りやすかったはずだ。

【サンガス頂上からネスタニ(１７２ km)を超えて、テゲア(１９５ km)まで】

この辺りからはとにかく CP を一つ一つ超えていくことに専念した。昨年この時間帯は、
勢い余って暴走してしまうくらい元気だったが…。正直言うと、昨年は１２４ km ネメア
を前に完走確実を確信し、エイドも手厚くスタッフも充実したスパルタスロンがどうして

完走率が低いのか、ずっと不思議に思っていた。

私は今まで関門を気にして走ったことがないため、時間がない恐怖でこんなにも精神的

に追い込まれるとは思っていなかった。一歩間違えると、スパルタスロンは決して余裕が

ない関門との戦いだ

体調１つでコースのイメージは全く違う。ペースコントロールができずに撃沈するのは、

私の悪いクセ。今思い出そうとしてもネスタニ(１７２ km)からテゲア(１９５ km)辺りま
で記憶がすっかり飛んでしまっている。とにかく１歩でも先へとあせっていたからだろう。

迷いそうに真っ暗なグルグルした下り坂や真夜中なのににぎやかなエイド、明け方の延

々と続くブドウ畑。とにかく必死で少しでも余裕が持てるよう先を急いだ。

CP を移動しながら応援しているスタッフのおじさま=Bill が次の CP に到着するたびに
抱きしめてくれるのが、苦しい道のりの中でも次へ進むパワーになっていた。

【テゲア(１９５ km)からレオニダス(ゴール)まで】

１９５ km のテゲアに９時５９分に到着。足は次第に硬直してきていた。ゆっくり休み
たくても、とにかく時間がない。貯金は１時間。１時間あれば充分のはずだが、ここから

先は同じような道でアップダウンをずっと繰り返すので、疲れ果てた私には完走できるか

分からない。

コースを知っていることは、時として強みにもなれば弱みにもなる。CP ６６の２２２ .
５ km まではラン&ウォークで刻々と時間が過ぎていく。貯金は次第になくなり、３０分を

前後するようになった。完走できないかもしれない絶望感で泣き出しそうになる。ここま

で来るとみんな歩いているとばかり思っていたのに、なぜかみんなバリバリ走っている !
余力を残して軽快に走るランナーを尻目に、私は早足で歩くことでやっと。泣きそうに

なりながら岩をくり抜いたような大坂を必死で駆け上がる。

「時間がない。間に合うのだろうか ?」ここからスパルタまでの２０ km は飽きるほど
の下りが続く。

「この足で最後までもつのだろうか ?」最後の最後は「表彰式で、浴衣でメダル !」のこ
とで頭がいっぱいで、残りのペースや距離を計算する余裕が全然なかった。(笑)

前方に２００７年の萩往還で知り合い、去年の初スパルタをお世話して下さった群馬の

井上さんがいるのが見えた。

「私、完走できますか ?」



「余裕が３５分あるから、歩いても完走できるよ。」

その一言で緊張が一気にとけてしまった。

“歩いても大丈夫。 "そうなるともう全く走れなくなってしまった。急な下り坂をとぼとぼ
と歩き続けた。胃腸はまだおかしなままで、サンガスのチョコレート以降、ほとんど何も

食べられずにいた。

延々と続く坂の上からスパルタ市内が見渡せる。日本じゃ絶対見られないダイナミックな

景色に圧倒される。こんなところを走ろうなんて、一体、誰が言いはじめたんだろう。

坂の下からアクセルいっぱいに踏み込んだ車が次々とやってきて、すれ違いざまにクラ

クションと「ブラボー !」の祝福の声。どんなにギリギリでも、完走者はスパルタ市民の
ヒーローだ。

いよいよレオニダスに近づいてきた。

民家が見え出すガソリンスタンドのある CP で、井上さんがゴールアイテムとして預け
ていたギリシャ国旗を私に渡してくれた。坂を下り切った後は彼を道連れにして急ぎ足で

歩いた。

ラストの CP でゼッケンチェックを済ませる。ここまで時間内に着けば後は時間オーバ
ーしても完走扱いになる。

昨年は元気にダッシュした残り２ km の花道は旗を振り、「ブラボー !」に応えながらゆ
っくり歩く。ギリシャの旗は大人気で、最後になってようやく笑顔を返すことができた。

レオニダスの前にはいつの間にか先にゴールしていたチームのメンバーや日本人応援

団、最終ランナーを待ち構える市民であふれ、ものすごい歓声に包まれた。

Bill が両手を広げて待っていてくれた。
井上さんと、Bill と、私と。３人で手をつないで、ゴール。
タイムは３５時間５８分２５秒。関門１分３５秒前。時間内のラストランナーだった。

長かったレースがやっと終わった。

完走できたことに心から感謝した。

【最後に】

こうして２００８年のスパルタスロンは終わった。

「超ロングのレースは毎回違った自分に会える。」と、あるランナーが言っていた。

そして「それがおもしろい。」と。走り始めたばかりの頃の自分には、そのときその意味

がわからなかった。

でも、今はそれが良く分かる。思いがけず調子が良いときもあれば、練習したからとい

って結果が出ないときもある。

何度走っても全く違う世界を体験できるのが新鮮で、ドキドキする。そして、ゴールの

瞬間はもう次のレースのことを考えている。

完走パーティでは念願の浴衣で出席し、大満足。ワインで酔っ払って英会話はさっぱり

だったけど。(笑)

次の目標は北海道縦断トランスエゾ？ 次はもっとゆっくり、気ままに走ってみたい。

そういえば子供の頃の夢は世界中を旅してまわる探検家になることだった。ある意味、

当たっているかも知れない。(笑)

来年のカレンダーをめくると、２００９年のスパルタスロンは秋の大型連休と重なって

いた。思わず苦笑いしてしまう。来年またこのレースに挑戦するかは、まだわからない。

…けれど私、走るのはきっと、止められない。

完



【通過タイム】

距離 時 刻

２００８時 刻

２００７時 間関門時間貯金

CP ２２
８１ km(コリントス)１５ :０９
１５ :３６８時間０９分１６ :３０１時間２１分
CP ３５
１２４ km(ネメア)２１ :０７
２２ :０７１４時間０７分２３ :００１時間５３分
CP ４３
１４８ km(リルケア)０１ :２５
０１ :５３１８時間２５分０３ :００１時間３５分
CP ５２
１７２ km(ネスタニ)０６ :１９
０６ :２０２４時間１９分７ :３０１時間１１分
CP ６０
１９５ km(テゲア)０９ :５９
０９ :３４２７時間５９分１１ :００１時間１分
CP ６８
２２２ .５ km １４ :５７ ３２時間５７分１５ :３０３３


