2005年6月愛知合宿報告
日程：
第1弾
11 日（土） 田代 ミドル
12 日（日） 大高 緑地スプリント
第2弾
18 日（土） NT合宿
19 日（日） NT合宿
第3弾
25 日（土） 個人合宿
26 日（日） 個人合宿

合宿の目的：
世界選手権まであと ２ヶ月となる6月。 世界選手 権でよい結果 を残 す ためには愛 知の山 を知り尽 くす ことが重
要だ。夏 の植生、雨にぬれた斜面、高 い気温 の中でのレースの組 み立 て、 沢の 水の 量、湿度 などなど。 特に昨
年の夏にずっとスウェー デンにいて、 日本の夏、夏の愛知は２年 ぶ りであるこ とから、 本番のレースのイ メージ
を 高めるためにできる 限り愛知 の山に入るこ とにした。
当初の予定 では 会社のた め平日は行けないことから週末 に合 宿を予 定し たが、幸 か不幸 か 時 間に余 裕がで
きるこ ととなった。 しかし経済 的には再び 厳しくなり、 また一人 で山に入るよ りも 人と一 緒に入 って集 中を高めた
ほうが 高いトレーニン グ効果が得られる ことから最初 の予定通り毎週末 を 利 用し て行うこ とと した 。

第一弾 11･12日
参加者：加納・紺野・志村 ・松澤・多田野 ・青山・稲葉・坂岡・ 豊田・小泉 すぺ しゃる さんく す：安 斎 さ ん
宿泊： アイプラザ豊田（男子）・安斎家（女子）
ミドルとスプリント対策。 この 回には筑波大の２年生を中心と したメ ンバー が参加 し てくれ た。彼らはロン グセ
レ 対策のつもりで参加したよ うだが 、 ナシ ョナルチーム（NT）メンバーと 同 じ コースを利 用し ての練習 である 。 彼
らにとってはかなりハードなコ ースだっただろう 。しかしこ の 時 期か らその ようなハードなコースを経験 しておくこ
とは 今後 のこ とを 考える とたいへんよ い経験だ。もはや MFやM Aクラスで満 足するこ とはできなくなる かもしれ
ない。なによ り大学2年のときに、それも特筆して速いわけではない 彼らが NTメンバーと 知 り合 いになれると い
うことは 、私が大学2年のときには想像もできなかったことだ。今後、 大 会や 合 宿で声 を掛け、 気 軽に話 が でき
る 関係ができたこ とを彼らには 大いに生かしてほしい。そして願わくば 、私 たちに触 発され 、彼 らの 中 から将来
のN T選手が生ま れる ことを も願うのは 望みす ぎか ？しかし、こういう小 さ なつながりが、 NTの成長 や広 報に繋
がっていくということを私たち も常に意識 しておかなくてはいけない。

1 1 日 田代 ミド ル
前週に来日したノルウェー のクリスチャンサンOK のトレーニングコー スを利用し たミドル レース。本 来 は7100
ｍのコ ースであるが 、松澤 ・青山を除くメン バーはミドル対策とし て37 00mに短 縮し て走る。 もっとも女子 学 生に
とっては 十分ロ ング対策なのだが 。
当日は雨で、斜面 はぬかるみ、 コン タリン グは厳しいように感じた 。しか し 、それは 急斜 面 でのこ とであった。

晴れている ときでも急斜面でのコン タリングは 辛い。 もしその ような斜面 を長 いコン タリン グで抜 ける ルートが見
えた場合 は、 天候に関わらず回避 ルー トを探す思考 が必要 だろう。
植生に関しては 、かなり下草（笹）が伸びており、 倒木にぶつける 恐 怖から下 りではスピードを出せない。しか
しそ れは 海外 の選手にとっても同じだ 。 恐怖を押し殺して走ってもいいが 、怪 我 し たらそれ で終わりだ 。レガー
スの着用などを考えるべきだ と感じた 。 私は、靴 がやや大きいこと もあり、 （サイズをち ょうどよくす るためにも）
靴下２枚履 きでダメ ージを 減らそうと 考えている。

あとはやはり道である。 道が使える場合 はどん どん使っていったほうがいい。例 えその レッグで 山 の中 を走る
ルー トと 比べて30 秒遅くても、 全体で見れば 絶対に得をす る。 そ れは余 計な体 力を 使わなくてもすむと いう理
由のためだ。 特に海外選手 と 比較して体力面でア ドバンテー ジのない 私には 重要 な判断 だ。
晩は男女で分宿 した 。男子 は豊田市内の勤労福祉 会館（ア イプラザ） 。広い部屋に格安の お値段 なのが魅力
的だ った。ただ 天候のせいで湿気がかなりきつかった。晩飯 は愛知名物 のあんか けスパ ゲッティを食 べ た。

1 2 日 大高緑地 スプリン ト
前夜に紺野、 松澤、 小泉がスプリントコ ースを 組み、その ３つのコ ースか ら学 生が 予選・決 勝にふさわ しいコ
ースを 選び、彼 らに 翌朝設置してもらい、 私たち はスタートま でどのコースを走るかわからないと いう状態 でスタ
ートす る。少 しでも新鮮味をもって走る練習 にした 。
コ ースのコ ンセプトは、 私たち でウイニング12分ということ だけ。選 ばれ たのは 、予 選： 小泉 コース、決勝： 紺
野コ ース、落選：松澤 コースであった。 しかし、結果 から言うと予選 決勝 ともウイニングが 1 8分 を越える ハー ドな
コー スで、女子 学生は40 分近いコー スとなり、スプリントというよ りはリレー対策 コ ースの ような様 相を呈 し た。
ウイニングが 伸びた 要因は、池 を回避 する ロングレッグなどがあり、 ル ート距離が伸 びた ことにある。ややコー
スを凝り過ぎてしまったか 。落選 した松澤 コースがそ ういう意味 では もっと も適切なコースであった。自 分でコー
スを組み、 実際に走る こともスプリントコー ス対策には重要なこと だ。
さて、当日は雨天翌日の好天 で暑い中でのレー スであった。しか し蒸 し蒸 と した不快感は 少なく、走 りや すい
天気であったかもしれない。しかし 暑いことは 防ぎようがなく 、 走っていても体 が熱 くなるの を感 じ る。もし 本番 も
今回 のよ うにやや 長めのコ ースが 提供 されるとなる と 、ペー ス配 分が重要 になるだ ろう 。そ れをスター トの直後
に読み取る ことも重要だと感じた。
そ れとスプリントのロン グレッグで、 切るか 回る かの選択を迫 られる場合、 まっすぐ尾 根を切 るなどの方がず
いぶん 早いタイ ムが出る ようだ。もちろん場合 によ るのだけれど 。2 .5 mの等高 線間 隔 だと「かなり登る」と いう
印象 を 持ちがちだが 、実際はそ れほどではないことが 多い。 5m 間隔 の 半分と 考えればいいの だが 、それは 意

外と難しい。判 断の基準 として、 道や走行可能な林を登っていく場 合は登 ったほ うが楽 かもと いう意 識を私 は持
つに至った。

予選 コー ス（無断転載禁止）

第二弾 18･19日
参加者：NT、 JWOC 2005日本代表チーム、サン・スーシ 、ES 関 東C
宿泊：愛知 県野外 教育センター
N T合宿の運営をサン ･スーシ 、 ES関東Cにお願いし 、 さらにJ WOC合宿も合同 で開催 さ れた拡 大合宿として
行われた。 この合宿 では 本番 を 意識した練習 が提供された。メニュー は 基本的にレー ス形 式で、給 水 なども用
意され、 本番さながらの 状況で行われた。 また、 １日目にミドルレー ス 、 ２日目にロ ングレースが 提 供さ れ、 日程
も本番 と 同様のものが用意された。 （2日目はター ゲット種目に合わせてミドル レースも 選択 可能であった。 ）
合宿運営を地域 クラブにお願いするというのは 、NTのメン バー や 活 動を広く知 ってもらうためには重要 なこ と
だと 思う。特 にES関東CのようにクラブからN T選手が輩出 されている クラブの 場合、NT内 で自 クラブの選 手が
どういうポジ ショ ンにいるかを 知れ、そこで 頑張っている姿を 見ると 、クラブと して 応 援する 気持 ち が大きくなる
のではないだろうか 。 2 005年以降は、再 び 日本全国でNT合宿 が 開 催さ れていくだろうが、 こ のよ うな形 での
開催 は年に数回はあってもいいだ ろう 。

1 8 日 田代・田折 ミド ル
田代・田折 を 利用してのミドルレー ス 。 運営協力 サン・スー シ 。 前 週はずっと 雨で気温 も低かったが 、当 日は
急に温度が上昇 した 。そのため 多くの 選手 がそのギャップに苦 し んだ。これ は 湿度 が低 く涼しい （であろう）ヨー
ロッパからやってくる 選手 にも 言える ことである 。 慣れる のに 数日 は要 する であろうから、我 々 にとっては大 きな
アドバンテージ である 。
男子のミドルコースは、3700m 、登距離 230m で、トップタ イムは 35分程度。先日 発表 さ れた世界選 手 権のブ
リテン ３（要項３版）では 、 ミドルの予選が3700 m 、 登距離230 mでウイ ニン グ2 5分 と なっている こと を考 えると、
このタイ ムでは 予選通過は厳しいかもしれない。もち ろん コースの 質の 差はある だろうが 。 し かしどの選手 も大
きなミスを してしまっている 。普段 のレースではしないよ うなミスもみられた。しっか りと 準備 をし 、 集中した 状態
で走れば、こ れらのミスは消えると 考えると、予選通過 は近づいているともいえる。小 さなミス（例 えば ポストが
岩に隠れていてち ょっと 行き過ぎる 、 コン タリン グしていたはずが少し 低めに走っていた、 など）は消 えないが、
今回 の世界選手権に関してはこれらの小さなミスをしても大 丈夫だという余裕 はあるだろう。 こ のよ うなミスは
海外選手 にもあるし 、 それがゴ ールタイムでは致命的 なものにならないこ とを我々 は知 っている からだ。 小さな
ミスで焦らずに大きなミスに 繋げない、走 れる とこ ろをしっかり走 る、 と いうこ とを心がけれ ば 予選は十分 である
と 感じる 。
7月の最終選考 会でも同じこ とが 言えるのではないだろうか 。特に男子選手 は 大きな差 が ないた め、コン ディ
ショ ニングと 大きなミスを 防ぐことを気をつければ誰にでもチャン スがある 。逆 に言えば 、 そこ で一歩 飛び 出るた
めに、自分 だけの武器 を持っておくこ とが重要 な鍵となるだろう。
ミドルレースの後に、 オプション メニューでリレー トレーニング（ファシ ュタ）が用意 され た 。翌日、ロン グレー ス
を 控える 選手 は回避した。 フレッシ ュな集中した状態で練習をす るためには、 積極 的に休 み をと るということ は
とても重要 なこ とである 。私 を含めたリレ練習組みは 、暑 さもあり 、かなりハードなトレーニングとなった。

夜は愛知県野外 教育センターに宿泊 した 。 夕食はビュッフェ形式であった。ナイ トメニュー とし て 7月の 最 終選
考会の予告とブリテン3の読みあわせを行った。いよ いよ、 である。 こ れま で何 年もかけて準備 してきた 。その
成果 を 来月試 され 、それが 終わればもう本番である。7月10日にスプリント 選 考会、 16日にミドル 選考会、 17
日にリレー参考レー スが開催 され 、本選出場選手 は7月17日に発 表され る 。

いまや 学生界 を 引っ張る 存在と なった選手 たちも 参加

1 9 日 田原 ロ ング／ミ ドル
田原でのロ ングまたはミドルレース。 運営協力 はES関東C。
ロ ングを走った NT選手は、 ロ ングに出場す る篠原選手、 高橋（ 善） 選手 。松澤選 手や、宮 内 選手、 番場 選手
は関西学連のロン グセレクショ ンに参加した 。ロン グは 約1 1kmのコ ースであった が 、2時間超 の長丁 場 と なっ
た 。 暑さ対策として水分補給 ・栄養補給 が重要 なポイ ントとなるが 、 写真 の ようなハ イドレーシ ョンバ ックなどを
背負 ったりして本番 にどういう形で臨むかの検討が繰り返さ れた。 水分補給は 大変 重 要なのは誰 の目 にも明 ら
かである 。レース中だけではなく、 レー ス前からこまめに水分 補給 しておかなくては 、ベストパフォーマンスを発
揮できないだろう。

ま た、 ロ ングレースの場合、1 :1 5000のマップが使用される が、この 縮尺 では、地形情報 を 読み 取るのが 困
難である。 十分読み取れていない場合は、立 ち 止まってでもじ っくり 読んでからのほうが快適 なルートが 取 れ、
結果的 に早く進める だろう。 使い慣れている のであればマグニファ イア （拡 大鏡）の 利用なども考えてもよいだ
ろう。
ミドルは4.5km のコ ースであった が 、50分強かかる 長めのレースとなった。急斜面 であり、 また笹 薮が 生い茂
りスピ ードを出せないこ とが巡航速度 を落としている原因となっている。実 際に怪我 をしてきた選手 が 多いだけ
に、怪我 への恐怖がなかなか消えない。 本番であれば 怪我 を覚 悟して思 いっきり走 るこ とも可能 だが 、最終選
考会を 含め、本番前 にどこ まで追い込めるかは判断が難しい。 この時期 での 怪我 は 、 全てを努力を水の 泡にし
てしまう危険性もあるからだ。しかしそうはいっても走らなければ ならないの だから 厳しい世界 である とつくづ く
思う。
種目に関わらず、 この愛知 のテ レインでは 高さ 感覚を読み 取るこ とは 重 要だ。 これ からいくチェックポイントや
コン トロールが 、 現在の位置よ り高いのか、低 いのか 、その具体的 数値 はいく つかを読み 取っておくこと で 無駄
な体力 を使うことなく、スムー ズに進める。とく に斜面をコ ンタ リングする場合や、上 り下 りする場合、 その情報

を 持っているかどうかの 差は顕著に現れる。また 、そ れを読み 取るタ イミン グも 重 要になってくる。 斜面に入って
からそれを読み取ろうとす ると、倒木 や笹薮に気を配らなく ては ならないため集中し て読めない 。ある いは走 り
に支障 を来た すこととなる。そ れを防ぐためには 、斜面に入る 前の 道や尾根上 で読んでおくこ とが 大切 になって
くる だろう。

第三弾 23･24日
参加者：落合、加納、 金子、高橋、 田島、利光、松澤、 宮内、小泉、 す ぺし ゃるさん くす： 安斎さん
宿泊： ペン ショ ンやま ぼうし
選考会前最後 の愛知合宿。初 めは 私が言い出した 合宿 であった が、田 島さ んにすべ てお任せし てし まった 。
ありがたい 。メニュー は 村越さん にお願いして組ん でもらった。
一日目はスプリント ２本、二日目はミドル１本 とリレートレーニング１本と 量は少 なめ。宿 は ２月の 合宿以来 の
やま ぼうし 。

2 3 日 愛知県野外教育セン ター ・亀山城 スプリント
２つの1:500 0マップを利用 してのスプリント 。 予選・決勝 ともや や 短めの 距離 。暑 さがきついのでちょうどよい
とおもっていたが ･･･ 野教での予選は1.4km 、 亀山での決勝は2.7km のは ずが 、実 際は 距 離が1.5倍 で予選
2.1km 、 決勝4km 。 どうりでタイムが出ないわけだ 。
しかし、距離 の問題以上 に走れなかった 。 最初はいいのだが 10 分くらいで息 が上 が り筋肉 に酸素 が届 いてい
ないかのよ うに 重く感じる。 前日はすこ し 夜更かしをしてしまい、睡眠時 間 が少 なかったの がいけないと思 って
いたが 、その 前週 は疲れを感じてトレーニングを 軽くしていたのにあまりにも 重すぎる 。 もう1つの 原 因と して、
筋肉 が固まってしまっているのではないかと 考える 。 ウィークデー にスピー ドトレー ニン グをして体 に刺激 を 入
れないと 、 週末にうまく 動けないのではなかろうか。 たしかに学生時代 も重要 な大会 の前 には刺 激を しれ てき
た 。 社会人になり、 疲れることを気にしすぎるあまり、体 を甘や かし ていたよ うで反省 。 し かし重要 なレー スの 前
に気づけてよかった。
トレー ニング自体 はマップの 精度 もよ くなく 、とりとめてこ れだと いうこ とは なか った 。 敢えて書くならば 予選 と
決勝 の間に昼寝 をしてみたこ とと 、 レー ス前に水道で体を濡 らして走 ったこと。 昼 寝は暑 すぎて寝 れ なか ったの
で、効果の次第はわからないが、 水に濡らす ことはクー リングにはいいと 感じた 。しかし 乾きが 驚 く ほど早 い。こ
れだ け乾くというこ とは 、汗 も気付かぬうちにかいているということ。水分補 給 はやは り重要 だ。

2 4 日 黒坂・切山 ミド ル／亀山城と 武家屋敷跡 リレー
２日目はまず黒坂・切山でのミドル。こちらも距離 が間違っていて、 ミドルというには長めの 5k m 。コースは 今
までの 合宿ではなかった画期的 な回し 方で、国道を渡って黒坂 と切山 の 両方 を使う。 こういう新鮮 味 は大事
だ 。しかし、 こ の日も体調はいまいちで前半 の黒坂の部分 でレー スを 止め、切 山部 分 は ジョギ ング。 こ う体調が
悪いとなかなか気分が悪い。 うまく気分転換する方法 を 考えておかないと いけないだろう。
そ の後、亀山に移動 しループO。３人同時 でスタートし 、 3つ の異なるループ （ 短いコ ース）を 各 選手が異 なる
順番 に回ってく るワンマンリレー形式でのトレー ニン グ。結局 このトレーニングも途中 棄 権。高 いお 金をかけて
愛知 まで来ているのになにをしているのだ ろうという 焦りもあった が 、 愛知の山 を知 りつくす ことを重視 して、走
り方とかコ ンパスを見るタイミン グとかデ ィテール 部分 の調整に照準 を 切り替えて 練習できた のは 収穫 だ った。

そ のディテ ール部分で1 つ。それは 笹薮。何度 も言っている ことだ けれ ど。
一面に生い茂る 笹薮は場所 によっては 腰深 くまで隠れるくらいにま でなっている。そ の笹薮 の下 には切り株
や倒木があり、恐 る恐る走らなく てはいけないので、 スピードも落 ち る。 下手す れば それでも怪我 をする 。そうい
った不安要素 をなく すためには 、 少しでも笹の薄い部分を選んで走 るこ と、 思い切って笹 のない場所まで回 りこ
むことなど 、ミクロなルー トチョ イスが 必要 になってく るだろう。

おまけ 25･26日
参加者：小泉
宿泊： モコ
愛知で合宿 を 終えた 後、御殿場で降ろしてもらい、 軽自動車 をレン タル してサマーチャレン ジの設置 に行って
きました 。 アルバイ トとして静岡県協会（村越さん ）から委託さ れたもので、 今年のメニューは 私 が設定 するこ と
になりました。
2 4日の夜はすごい霧で、レンタカーを 運転して十里木を越 えるの が恐ろしか ったですが 、 なんとか峠 を越 えま
した 。 ぶらぶら泊まるところを 探しましたが 、 山の中は暗す ぎてちょっと怖くて、結 局 ハイウェイ オアシ スになって
いる 富士川SAまで戻ってしまいました 。
というかそもそもどこ かに泊まってもよかったのです が 、実は 車中泊に憧 れ ていたのです。しかし 梅 雨時に車
中泊 はす るものではないかもしれません。２日目 の晩には職 務質 問ま でさ れち ゃうし･･･
ま ぁ、そんなこん なで 無事設置 をし 、 空いた時間でコン ピトレーニングもし、その 上お金 までいただいて、なん
だか 楽しいですね。
ち なみに今年 のサマチャレは 、ずばりリレー対策をメイン にし ていま す。 クラブカップリレー対 策にぜ ひクラブ
のみなさんでご 参加くだ さい。 メニューとしては、
・全日本大会エリートチャレンジ
・ミドル・ショ ートコース （初中級者向け）
・ファシュタ （３人以上推奨、初心者コー ス有り）
・チェイシ ングインターバル （４〜５人推奨）
・ウイン ドウO、コ ンターO
を 用意しております。

