里山アドベンチャーの記録 〜ア ドベンチャーレースデビュー戦〜
お誘い

朝霧 で某企業のオリエン テーリングを 使った 研修で村越 さん のお 手伝 いをした後、 しばらくし て 「アウトドアの 世
界で何かやっていくなら色々経験した ほうがよ い」と 里山ア ドベン チャーレ ースへ のお誘いのメール をもらう 。そ
の口説き文句と、里山 ア ドベンチャーという軽いネーミングと 、研 修直後の 高 揚感も手伝 い、もと もと 興味 のあ
ったものでもあった ので 、 エン トリーを即決。初心者を 誘うくらいだか ら何とかなる んだろう、と 。
アドベンチャーレースは ３人１ チームでエ ントリーをす る。チー ムメイトは 村越さ んと宮内 さ ん。 村越さんはご 存
知ナビ ゲーションの達人。僕 がオリエンテー リングを始めたと き日本 のトップとし て 活 躍し、最近 は 著 作活 動や
マスコ ミ出演も多数ある 有名人。 宮 内さんは 国内 外で活躍 する アドベンチャー レーサ ー。彼女 がトレーニングの
一環 としてオリエン テーリングの 世界に入って来たこ とが、僕 がア ドベン チャーレー スを 知るきっかけだったし 、
彼女 のスタミナには 多く のオリエンティア が驚愕した。 そん なレベルの高い２人 と一緒 にチームを組めると いうこ
ともあり、２人 に付いていけば 大丈夫、と楽観 ムードだった 。そんな経 緯で生まれ た「TEAM朝霧 」。
ある 日、オリエ ンテー リン グ会場に来ていたア ドベン チャーレー サー に「今度、里 山に出 る んですよ〜」と話 し た
ら、「今年 はノンストップらしいですよ 」とのこと 。さらに各セクショ ンもそれなりに技 量が必要 なタ フなもので 、初
心者 がひ ょいっと 出て何とか 出来る ものではないという噂を 聞く。
ナビゲー ショ ンと 、 走る ことと、 ロ ードでのバイ クくらいしか経験 がない僕 は、２人 について行 く ことす らできない
のでは 、という不安 に駆られる。宮 内さんから再三誘 われていたトレーニングの機 会をまじめに 検討 し、９月 の
中ご ろ、２泊３日で朝霧高原 で特訓する こととなった。

朝霧特訓

特訓１日目 は移動だ け。 宮内さん の 棲家が素敵 だった 。ヨーロ ッパのトレキ ャン などで 宿泊 するクラブハウスの
ような雰囲気。 田舎で暮らす こと 、アウドドア の 世界で生きていくこと を実 感をもって知 る ことが できる環境 だっ
た。
２日目 は本栖湖でカヤックの 練習。 初心者向けのカヤックならば まっすぐ 進める 。 ち ょっと上 級向 けになるとく る
くる と 廻る廻る。今度 は３人 乗りで試す。体重的 には僕が最後尾 に乗って方向 維持 をする 、 と いうのがベストだ
ったのだが 、 とてもそこ までのレベルには達せず 、 舳先を沈 める覚 悟で先 頭に座 って、宮 内さん ・ 村越さ んに方
向維持 を お願いする 始末。本栖湖 の対岸まで行ったり来たり。 別の岸 に行 って、今度 はラフティングボー トに 乗
って、 前に後に漕ぐ練習。腕 が、指 が、 攣りそう。 ボー トやカヤックを ひっくり返 し て、 再び 復帰 す る練習のと きな
どは 背中ま で攣りそうになる 。

６時間 くらい本栖湖 で練習 した 後は、 甲府盆地に降りてクライミン グの練習 。里山 にはクライミングはないはず
だが 、 これも経験 と誘われて行ってみる 。しかしパドリン グで疲れきった上半身 ではなすすべもなく、 初心 者向
けのコ ースをクリアしただけで 動けなくなってしまった。でもクライミングの 楽しさ はわかった ！ 高いとこ ろに登る
快感 と 、 石にどうやって手足を乗せていくか考える戦略的 なスリル 。元気 なときにまたチャレンジ するぞ ー！

特訓３日目 はＭＴＢの練習。 朝霧公園から富士山麓 を登っていく。最初 は 緩いアスファ ルト 、傾 斜が少 し きつく
なって、少 しして下り気味の林道 トレイルを走る。 このあたりはと ても気 持ちいい。林 道 の終 点から再 び登 り。今
度は砂利道 の辛い林道を延々登っていく 。 砂利道が終わり 、 足で走 る のも厳 し い岩場 の 小道登り。 時にバ イク
を 押しながら宮内さん がどんどん 登っていくのにがんばってついて行 く。
「登 りはこ こまでです よ 」と 言われるまでとても長く 感じたが 、後 で地図 を見 返し たら全 行程の １割にも満たなか
った。登 りのあとは 長〜 い下り。富士山 の斜面をま っす ぐ降 りていく ものだからスピ ードがどん どん出 る。折 りき
ったあとは 、 朝霧へ向けて国道を戻る 。
この ３日間 の特訓で得た教訓として、 パドリン グなど技術のいる もの はま ったく ダメ。完 走 の ためには無 駄な力
を 使わずにロスをいかに小さくする か、そこを 考えないとダメ だなってこ とと 、ＭＴＢは力技 でなんと かなる 、とい
う甘い観測。 こ のときにバイクを担いで登る練習（体 験）をしておくべきだったと 、レースのと きになって 後悔 する
のは 後の話。
夜の打合 わせなどで 、チー ムメイ トの２人が、完璧にこ なすこ とを言 葉の節 々に感 じ させながら会話 をし ている
のを 一人心細 く聞いている。「俺、 最後 まで動けるか 不安 です 」と はなかなか言い出しにくい 感じ 。でも２人 につ
いていれば 必ず完走 できるはずという安心感 も生ま れ、必死でついて行こうと 決意 をあらたにする 。

ギアの準備

９月１９日、 クラブカップ７人リレーの 前にもＭＴＢの練習をし つつ、準備を進 める。
ノルデ ィックスポー ツさんで紹介されている日本未導入のSIL VAのヘッドランプを 無理言って譲ってもらい、菅
平のナイトミニロ ゲイン でテスト。明 るさ 抜群で不安 なく 走れる。１０時 間は耐久 性 が あること がわかり、 本番で
も使うことに。実際に使ってみたら、さす がに明け方頃には明るさ が 落ちてきた。元 がと ても明 る いだ けに、ちょ
っと 明るさが 落ち ると気になってしまう。 ま あ夜中ま でのレースと か明け方 からの レースとか、短時間 で使う分
には 問題ないからしばらく愛用 しよう。

使い慣れているドイター のバイク用バックパックで出走 しよ うと思 ったが、重 さが 気 になる。少 しでも軽く、 か つ
なるべく 容量 があって 使い勝手のよいバックパックを探し 、昼休みや 帰 宅 前にいろんなショップをうろうろ。最終
的にはサロ モンのXA 25 を選択した。 軽さと 容量、 いろんなギアを後 か ら拡張 できる点 を重視。実 際に使 ってみ
た 感じとして、ウエストポケットの 位置 もよく 、 使い勝手 のよ さは 個人 的 にはバッチリ。ただ胸 の バックル がす ぐ
に取れてしまうので、別 のものに取り替えた ほうがよ さそう。

靴は使い慣れたサロモ ンの XT WIN G(2008 年バージョ ン） 。水の中 でも、激 斜面 でもオー ルマイティに使 え
た 。お気に入りだったのだ が、今回のレース後に靴裏をみたらツ ルツ ルになっていた。 こ れまでたくさ ん走 って
きても磨り減るこ となかったのに 。 恐るべしア ドベン チャー レース。

ハー ネスなどのクライミング 用具は村越さんから借りたし 、バイク 用 品も普段 乗 っている クロ スバイクから流用
できる ものは 流用し、 ないものは宮内さんから借りた 。 そういう意味でもこの２人の 協 力が得 られたこと は助か
った。１ から全部揃えたらすご い金額 になっちゃうもの 。でもあった らあったで 行 動範囲 が広 がるものなので、揃
えるのも 悪くはない。

食料問題

問題 は食料。これまで長くても６時間く らいしか動き続けたこと がない。最近 では 赤城山 の トレラン大会 の スイ
ーパーで８時間 くらい 動いたのが 最長 だけど、 そのときは歩くだけの時間 も長かった 。１時間以上動くだけで腹
が減ってしまうので ２時間 のオリエ ンテー リン グでも 補給 が必 要な人間。３時 間 くらいのトレランではジ ェルと水
分でなんとか済ん でいるが、２４時間 を越えるとなると 想像 ができない 。さ らに手 荷物は 軽くした いし 、預 けられ
る 荷物は量が制限 され 、 かつ受け取れるポ イントも限られている。どこで何を 補 給し たいか、効率的 な補給が
できる 食料 は？ここ が一番思考 を 巡らせた部分 だ。結局持 っていったもの は 次のと おり。
手荷物： ジェルを４本、 最中、 黒糖あめ、 はちみつ200ml、 おにぎり２個 、どらやき１個、 アミノバイタ ルプロ １
袋、 スポ ーツドリンク1.5L 、コーラ 500 ml
リネン バック（１日目夜に補給）： もち、最中、 スー プパスタ 、かりんと う１袋 、おにぎり１個 、スポーツ ドリン ク
1.5L 、コーラ 50 0ml
メッシュバック（２日目朝 に補給）：最中、ジャンボどら焼き１個 、ジェル １本
途中 で買ったもの：コ ーラ500ml
途中 で振舞 われもの ：豚汁
１日目 に持っていた食料は、夕方 には切れてしま った 。 ２人か らお菓子 をもらってなん とかリネンバックが受け
取れるところまでビバーク地点まで行き、 ビバーク地点で補給。ここ で振 舞わ れた豚 汁に救われた 気 が する。
夜中 のトレッキン グはあまり食べる気がせず、 朝は残り少ないこ とからあまり補給 しないでも不安 はなかった 。
これから正念場 だ、 という場所ではジ ェル（カフェイン入り）を補給し、 脳が 落ちないようにし た 。ち ょっと少ない
かなと 思ったが 、 意外ともった 。特 に２日目以降は、１日目より 食べないでも動 けたの は脂 肪を燃やす 回路 にス
イッチを入れられたからかもしれない。長時間動 けるための 補給量 がわかったの で、ちょ っと 長 めの トレ イルラ
ンレー スなどにも挑戦してみようかな。

レース前夜

そんなわけでいよいよ 本番。 １０月２日、夕方に家を出て、夜７時半 に水上へ。２人 と 合流し 、 準備 。レン タル予
定のＭＴＢ がまだ用意されてなかったが、焦 らず 他の荷物の準備 を進 める。 ロ ープセッシ ョンの事前 講習 を 受け
たり 、荷物を各バックに振り分けたり。チー ムメ イトの ２人はどこ へ行 っても有 名で、 いろんな人 に話しかけられ
る 。みん ながみんな 「宮内の生活費 を取りにきた」「（優勝 当然 なんだか ら） 出ち ゃだ めだ よ〜」 といったこと を 言
ってくる 。 ち ょっと待って〜、 と内心ドキドキする 。
夜９時 からのブリー フィン グで 翌日のレースの説明を 受ける 。地 図 を見てコ ースがわ かる とワクワクしてきた。
地図を 見ればゴールまでのラインが 引ける。それがゴー ルへ 到達 できる自 信が生 ん でくれ た。

なんだかんだで 夜中 まで準備はかかり、日 が変わってレー ス当日 の１時頃 に会場 のカップクラブの建物内にマ
ットを 敷いて寝袋で寝る。 よ うやく眠気が出てきた頃に、「 ここ で寝ちゃダメ、駐車場 でキ ャン プするよ うに」とお
達し。
真夜中にテン トを張り、 眠る。せっかく の 眠気が覚め、夜中 に到着 し たチームのエン ジン音 などでなかなか寝付
けず、 ウトウトし始めた ら起床時間の４時半。テントの 中で着ていた防寒具 を荷物 に詰め、最後 の パッキング。
最初 のラフティングに備え、 レン タルのウェットスーツを着込み 、朝ごはんにサン ドイ ッチとおにぎりと ヨーグル ト
を 食べて準備万端。 スタートへ向かうバスへ乗り込む。天 気は やや小雨 。 バ スの中 の温 かさにほん の数分 だが
熟睡 した 。スタート 前の説明を受け、 スタートライン に経つ 。いよ いよスタート 。

１日目 ラン＆ラフティング

まずは 基本 の走ることから。 ラフティングボートに乗り込む利根川上流 まで水上駅前を 走っていく。 ランのスピ
ードはジョグ 程度。レー スを考えれば 当然のペースだが 、ハイスピー ドなのではないかと 不安 もあったの でひと
まず 安心。
ランを 先頭で走り、ラフティン グポイ ントへ 。 本栖湖での練習は流 れ のない中 だったが、今回 は 利 根川の 川下
り。他 のチームと 競り合いながら順調に進む。 利根川の渓流 がすば らし く、田舎 の吉野 川 を思 い出 す。急 な流
れのとこ ろでは 遊園地 のアトラクシ ョン のようにバコ ンバコンと ボートが揺 れる。もう気 分は 観光。

課題 である フリップリカバリー （ボートをひ っく り返して復帰させ る ） 地点では 無事 にボ ートに復 帰できた 。そ の
後、 岩 に上陸し、チェックポイントを 取った後、 川 に飛び込み、再 び乗 船という課題 。泳 ぐのが 得意 では なく 、 水
に苦手意識 があったので 、最初 に飛び込んで水に慣れよ うと 勇 気を出 し た。最 初のこの儀式 は 意 外と効 果的
で、２日目 のキ ャニオリングステー ジでも 水と 戯れながら進むこ とが できた。
ラフティ ングはその 後も順調 で、 最初のトランジ ットポイ ントに到 着。 ここ でウェットスーツ を脱 ぎ、ＭＴＢへ 。若 干
小雨。宮 内さんに言われてフリー ザー パックで防水 対策を施 し たウェア類 は雨 に濡れるこ となく 快 適だった。

１日目 ＭＴＢ

地図で見ても長い時間 を要す る事が容易 にわかるＭＴＢ ステージ。利根川沿 いから三 峰山へ向 か ってひた すら
登る区間が始まる 。 最初はア スファルトの 登り。 登りの辛さを我慢 すればなんてことは ない 。 ４つ目 の チェックポ
イン トを取り、いよ いよ勝負 の分かれ 目ＣＰ５へ。 ＣＰ５は三峰 山 の ピー ク（ 山頂 ）の１つに設置さ れている。ピー
クの 真下は崖の表記。遠目 に見ても急峻な傾斜 が見て取れる 。 ルール ブックによ ると山頂 までの 登山 道 が どこ
かにあるらしい 。ここで １つのことに気づく 。ア ドベン チャー レースでは、ルー トの 位 置がわかっていてもあえて
地図に表記 しないことがあるらしい。登山道 がある 、という情報 だけ与 えておいて、地 図 か らそれ を推 測させる
のもレースの １つの 要素なのだ。
ここ で村越さん曰く「登山道 は必ず尾根線 を通っているはずだから、登山道 をすぐに発 見できなくても尾 根線に
出ればなんとかなるはず」。 その 理論は僕にでも容易にわか る。 手前に伸びる 尾根線 上で登山道 を探 すの も理
にかなっている 。そこで登山道 が見つからないから、 そのまま尾根線を登 っていく、走 るだけなら全然普通なこ
とだ 。今日はＭＴＢを持っている けど、 まあアドベンチャーレー スだし、 こ んくらいは当 た り前だろう。 でもち ょっと
待って。目 の前に崖が見えてきた話は別だ。ひき返す でしょ、 普通。しか しナビゲ ーシ ョンの 達人 は 、獣 が作 っ
たトラバー ス 道を見つけ、そこを 登っていく 。 普通に歩いて登るだけでも滑り落 ちそ うなとこ ろをＭＴＢを 持って登
る 。このまま 落ちたら怪我 じゃ済ま ないよ ね。。 。 泣きそう。 これが アドベンチャーレース ！？
泣きながら（本 当に涙が出ていた 気がす る）、 しかしなんとか 尾根線まであがる 。天 国 にたどり着 いたかのよ う
な気分だ。尾根線 に出たらCP5 は直ぐ。CP6 までは 、緩 やか な尾根線を下 る だけ。 もう怖 いものはない。

続くCP7 は地図に載っている道がヤブで埋もれていて発見できず、 いわゆるＣヤブをＭＴＢ持 ちなが らやぶ 漕
ぎ。それはさほど 苦 痛ではない。 最初にあの 崖のぼりを経験し たこと は、 僕にとってはある意味よ かったのかも
しれない。

そしてこ こで 奇跡 が起こ る。 一番後ろでヤブにひっかかている とき、脇 に白 い紙を見 つける。ゴミかな 、 と思 うも
どこかで見たことのある 紙質 が気になりＭＴＢを 置いて 手にす るとコ ントロ ールカ ード。最初 は 設 置の ときに誰
かが 落とした のかな、と思った。 自分のチームのそ れだとは 思わなかったのだ。 し かしよ く見ると 「TEAM 朝霧」
と 書いてあるじゃないか 。危 ない、 こ れなかったら失格 だよね ？？ そういう危機感 が 実感 を持 って生まれる ま
でに少し 時間がかかった。これでもし 優勝できたらMVP は僕だな、 と ニン マリ。
三峰山 からはしばらく下り基調だったが、ＭＴＢステージ最終 地 点の 森林公園へ向 けて再 び登り。 こ の登りが 体
力的 に辛くて、２人 との 差が開いてしまったが、 なんとか最初 の ＭＴＢステー ジをトップでクリア 。気 づけば12
時。 スタートしてから早6時間。 こ の先は既に未知の時間 帯。お腹 が とても減る 。 最中やらお菓 子を食 べ まくる。

１日目 オリエンテーリング

専門分野オリエ ンテーリン グ。しかし 最初はMTB - O。順番 にポイン トをまわる ポイン トＯ形 式。まだまだ ＭＴＢか
ら逃げられない。MTB - O、ルートを引くだけならなんてことはない簡単 なコー ス。が 、 登って下りてを 繰り返 す タ
フなコ ース。しかも走るのではなく て ＭＴＢ。かなりの 区間で押し ・担ぎも予想 され 、 そし てそ の予 想通り辛い戦
いだった。ＭＴＢステージ の 疲れを 思慮 して、序盤 は荷物を宮内さんが 持 ってく れた。そのおか げで体 力が回
復。 荷物 なん てほんの 数Kgなのでそ んなに 変わらないだろう、 と思 っていたが、 こ の差がずいぶん 違 う。後 半、
今度 は村越さんが辛そうになってくる。 結局、このセッシ ョンだ けで 2 時 間半も掛かっている 。
続いてフット- O。スコ ア O形式。地形 図とはいえ1:15 000に拡大した 地図 。 過去の 経 験か らゆっくり走 っても３
時間 はかからない、歩きを入れても主催者予測 の４時間なんてとてもかからないだろう。ここは 関 門になってい
て19時ま では「先 に進めない 」。ただしスコ ア-Oの全てのコントロ ールを 取 ったチームは先に進 める。19 時まで
4 時間ち ょっと。 コ ンプリートして19時前 に関門を通過す るこ とは十分可能に思えた 。
「全部 とりましょ う」という宮内さん の 言葉にここ はうなずく。だって、これ で負けたらオリエンティ ア失格 でしょ 。
最近得意 のロ ゲイン 経験 を活かして全部 を 取るルー トを決めていく。村 越 さ んと大まか なル ートを 決めて 、続い
て細かなルート取り決定していく。 前半のア ップダウンのある出 戻りの 多いレッグを 我慢さ えすれば、 後半はず
っと 下り基調。 最後の登りがち ょっと 辛いけど、 時間に余裕はある し最 後は ゆっくり登っても余裕 でし ょ。
苦手 なＭＴＢを降りた ので元気が出てくる 。 ランは楽だ。ここ が 僕の 得 意分野 。こ れまで楽をさせ てもらっている
はずだ からできる 限りチームに貢献できる動きを しようと 、先 に進みコ ントロー ルを 早めに見つけ、出 戻 りで２人
に楽をしてもらおうと心がける。最初 のコン トロ ールから順調 に進 む。途 中、 尾根 下 りで何度 か 方 向を誤りそう
になる 。後 から村越 さんがストップをかける 。地形 図を使ってのナビゲー ショ ンでは敵わない、 否、O- M APを使
ってもナビゲー ション だけではこの 人にはま だまだ敵わないのだな 、 と いうこ とに気 づか される。オリエン テーリ
ングがまだまだ 早くなれる 気がしてきた 。
そんなこん なで 順調 にこなしていく 。出 戻りが 続くタフなレッグをこ なし た直後 、先頭 を進む宮 内さんが 「痛 い、
痛い」と 叫ぶ。 （何！？）と思った瞬間、僕 の足にも 痛みが 。しか も連 続で。 一瞬何が 起こったか わからず 、その
次の瞬間 に蜂だ、と 思う。 宮内さん が 身をかがめてうずくまる のを 見て、しゃがむ 。 手にも虫 が止 まっている の
が見える。蜂 よりも虻に近い形にも見えたが 、刺 し 方で虻では ないと 感 じ る。止 まっていては 刺されるだけだ 、
逃げなくては。 走る。しばらく 追われる も何とか 襲撃が収まると ころまで 逃 げ切 る。何 箇所 もが 痛 い。スズ メバチ
ではなかったが 、しかしどんな 種類の蜂か良くわからず、少 し 不 安になる。痛 みは それほどひどくならなかった
ので 、しばらくしたら元気回復。
後半 戦。 少しずつ暗くなり、 ヘッドラン プを使い始める 。新 しいSIL VA のヘッドランプは 快適 。 し かし、 暗さ への
不安 は消せず 、 体力的にも元気がなくなりつつある のがわか る。 さ らに時 間が思 ったよりも掛 かっている。残 り
２時間 で半分以上 こなしたと 思ったが 、そこからが 長かった。 この ころ手 持ちの食料 や 水分が尽 きか ける。 残り
の体力が心配 になり 、ペー スもダウンさせる 。 ２人の後ろを歩く形 になる。いろいろ心配 事 が増 えると蜂 の痛 み
にも気づく 。
前を行く２人が最後までコン トロールを取るべきか 、取 らざる べきかを 話 し出 す。 走れ れば取 れる、 走れ なけれ
ば取れない、 そう思っていた。宮 内さんは行ける 、 村越さんは 危 ない、 と いう意 見。ゴール かつ 最 後の コントロ
ールへ 続くロー ドの 登りで３人 ともあまりペースが出せず 、 時間が 迫ってくる 。 村越さん の 判断 で１つ諦 めるこ と
とした 。残り３つだったのを 残り２つにして、 その１つ目を取る 。 結果 的にはこ の判断 が正 し かった。し かし やは
りオリエ ンティア としては 悔しい 部分だ。
最後 の１つ目はゴールそばにある樹木。余裕でしょ、 と思って最 後に回 し ていたの だが、、、 行 ってみたら樹木
の上の方に吊る されている！登って取れと 。 そうか、 これはオリエン テーリングのレー スではないんだ、とあら
ためてショックを受ける。 木登りの 得意な宮内さん でも簡単では ない 、と体力 温 存を 考えて泣 く泣く 断念。 ま あポ
イン トも少なかったので大勢 に変化はないはず。

Foot- Oのゴール。 19時まであと10分を切っていた。３人 ともすっかり消耗 していたので 、関門 が開 か れる19 時
にはスター トせず、少 し 休んでから次へ進むこ とにする。MTB - Oまではトップだった し 、スコア- Oもパー フェクト
を 逃したとはいえペー スが 悪かった わけでも激しくツ ボッたわ けでもない 。まだトップじゃないかなと 思 ったら、 あ
るチー ムがパー フェクトを達成 し 、19時にスタートしていった、と いう情報が聞 こ える。
あー 逆転されたな、 でもそのほうが気楽 でいいや 、と 思っていたが 、 僕は宮 内さん と村越 さん の 目の 色が 変わ
ったのを 僕はこ のとき感じた。彼 らはやはり負けず嫌いなのだ。あらためて彼 らのどこ までも勝負師としての 性
格を感じた。彼 らがオリエン テーリン グで 全日本 チャンプになり、 僕は２位 どまりなのは、貪欲 さ が足らないから
なんだ 、そ う思う。

１日目 ＭＴＢその２ ＆ ビバーク地点

つなぎのレッグ。森林公園 を下りて、沢沿いの 道をビバーク地 点のスキー 場まで登 るだ け。 距離もさ ほどなく 、
余裕 だろうと 思っていたが 、まずすっかり 日が落ちてしまい 下りが ものすご く寒 い。続 いて登り。 こ れまでに比 べ
れば 緩い登りのはずなのに、 体が疲れ切ってなかなか動けない 。 村越さんが 特 に辛そうだ 。 ときに押しながら
坂道を 登り１時間ほどかけてビバーク地点。
ビバーク地点にも先に進めない 関門が設けられていて21時までは 待機し なけれ ばならいないが、 こ こで眠 る必
要はない。TEAM 朝霧は21時になったら出発の準備 をするこ とにした 。 つまり実質１時 間 の みの休憩 。 この間
に夜中 のトレッキング （上州武尊山）に向けて、ビバーク地点 に運ばれ たリネンバ ックから 防 寒具を装 備。そし
て夜の食事。スー プパスタや 餅など用意 した 食料を食べる。 さ らに豚汁が振舞 われた。 こ の豚 汁がと てもおい
しく 、助 けられた。眠 気覚 まし 用に預けていたコ ーラも取って休 憩。 村越さ んが寝 袋に入って横になっていただ
けで、 ３人とも仮眠を するこ となく、 21時を迎えた 。そういえば スタ ートからすでに半日 以上 経 っている。思 えば
遠く に来たもんだ 。

１日目〜２日目 トレッキング

標高 がめち ゃくちゃ高いわけでもなく、登山客 の多そ うな登山 道 を登るだけ 。ナビ ゲー ション が 難しいわけでは
ない。トレッキ ングは 眠気との勝負だと思っていた。
果た してそのとおりだ った。ビバーク地点で食べ過ぎたせいもあり、 いきなり眠くなる 。そ れ以 上に村越 さん が
辛く て、 途中で動けず、 宮内さん が 荷物を背負うことに。ゆっく りと登 り始めるが 、それ でも回復 せず 、10分間 仮
眠を するこ とに。動 いていると 気づ かなかったが、実は寒い。 道端に３人で横になって眠る 。 僕はここではあま
り眠れなかった。 横になって足の疲れを 癒せたくらい。
起き上がったら体が冷え切っている。 その体を奮い立たせるべく再 び登 り始める 。武尊山 の 手前の剣 ヶ峰 の尾
根線 に他のチー ムの光が２つ見える 。それが 遠いのか 近いのか 、 よ くわからない。 気づけば 後には 別 ルートか
ら登ってくる チームの明かり 。 自分たちのペー スが 早いのか遅いの か 、なにもわからない。 剣ヶ峰へのアタ ック
を 始めるころ 、 意識がとび とび になる 。
宮内さん が 先頭に立ち、 ペースを作る。 剣ヶ峰からの下り、 武尊への 登 り。 こ こが どこなのか よくわからなくな
る 。 頂上がどこ なのかもわからず 、ただ 前に伸びる 道を 進む。 足取りは 重い。暗 く て助かった。周 りの 景 色が見
えていたら、別 の恐 怖心があった かもしれない 。 宮内さんがやってきて、荷物 を持ちます 、 と言 ってくれたの で
再び その言葉に甘えて、身 軽になる。「前 に行く村越 さんもが んばってます 。追いつきましょ う」と 励まされ 、 と き
にく進む。 村越さんが 「がんばれ！」と声を掛ける 。村越さんも回復 したの か 、と 顔を上 げる とそこ は頂上だっ
た ！やっと 登りきった 。実はレースを通じてこ こが一番嬉しか った ポイントか もし れない。 すでに日 が変 わって
0:40 。 登り始めて3時間半経っている のか。 そしてまだ あと半日 残 っている。
あとは 下りだけだと意気込んだ が、そ の下りが 鎖場 のある 険 し い下りだった。疲 れた 、 眠い頭、 ナビゲー ション
を 放棄して、 前を行く村越 さん を追いかける。後 を行く宮内さんは 僕 の荷物 も抱えて 厳しい下 りを下りてくる 。大
丈夫 なのだろうか ？でも、 こ こは甘えさせてもらおう。 じゃないと動けなく なってし まう。山 頂 のCP11 から次 の
CP12まではさほど 遠くないはずだが 、しかしずいぶん 遠く感じた 。CP12を 過ぎて少 し したと ころから尾根 線 を
外れて斜面 を下り始める 。下 り始める前に村越 さんが 「寝よう」と言 う。
僕も眠くてた まらなかったから 、 相槌を打つ間もなく 横になり仮 眠 。時間はわずか５分。 しかしここ では 完全 に眠
りに落ちた。５分 して起き上がり下り始める 。荷物 はすでに宮内 さ んから返してもらっていた 。この 下りも沢の 中
を 進む足場 の悪い下り。 しかし村越 さんを 先頭に登山道を外れるこ となくすすむ。この 人 は本 当にナビゲ ーショ
ンを 体で覚えているのだな、 と思わせる 。まだ 僕は地図を見る 気力 がない。

ようやく緩い斜面になってきた頃、１ つ前のチー ムが 見える。 相手が 見える と 元気 になる。追 いついた 、と 思っ
たらそのま まあっさり追い抜く。そして快適な林道 へ。ここで宮 内さん が 「余裕があるなら走りましょ う」という。
村越 さん がやや 躊躇した。僕 も走れる 気力があるだろうか 、と 思いつつ、 し かし武尊 で宮内 さ んがペー スを作っ
てくれた 恩返しだと思い、下 りだけでもがん ばろうとペースを上 げて走 る。意外 と体 が動 く。たった 5分 の仮 眠が
意外 と 効いている のかもしれない。
CP13を 取って、 CP14へ。 当初のプラン だと尾根を切るこ とになっていたが 、 今の体力 を考慮 して登 らない道
周りを選択。これが 正解で、先頭 を行くチームに追いつく。スコ ア -Oを全部 取 ったというチームだ。 こ れを抜い
て、かつ けっこうな 差をつけないと優勝できない。 そう思うと なん だかが んばりた くなってきた 。長 いトレッキング
ステージの 終わり。

２日目 ロープ＆キャニオリング

4:30 にCP14に到着。 こ こにも関門が設定 され 、 5:30までは 待機 。次 のステージ は 滝を下 りるロ ープセッション
と 渓流を下るキ ャニオリング。 キャニオリン グではウェットスーツ を着 なくてはいけないので、 多くのチームはこ
の地点でウェットスーツを着て、ロー プセッショ ンへ 向かう。しか し TEAM朝霧は宮 内さん のア イデア で 、 １日目
に使った濡れたウェットスーツで休むよ りは温かい格好 で休んだほうがよいと 判 断し 、着 替えずに休 み。 その お
かげで、荷物 の入れ替えなどを行っても休憩時間 を長く取れ、 ここ で2 0分 くらい仮 眠できた 。
5:30 。すでに明るい 。トップでロープセッション へ 向かう。 なんと40 ｍの 滝の 上から下 る のだと いう。いきなりこ
れがあったら 、 僕は怖くてたじろいだかもしれない。 でも、もういろいろ 経験し てきた。あま り恐 怖はなく ロープに
身を任す。 目の前を滝が流れている 。絶壁だ。地面 は遥か下 の方。 でも恐怖心 はなかった。（ す げぇ、俺 こんな
ことやってる）と自分 を褒めながら 降りる 。３人 が降りて、キャニオリングへ 向かう。向 かう 途中のロープを使っ
ての激斜面登りが 意外ときつかった。

ロー ドを 走って、キャニオリングポイン トへ 。こ こでウェットスー ツに着 替える 。 ライバルチームは先へ 進む。 し か
しこ のとき、 スコア-O満点説がガセネタだった と知らされる。しか し 実際 の ポイント差ははっきりせ ず、その 後 の
時差 などを考えると、どれだ け余裕があるのかはわからない。10 分くらいは 勝 ってるはずと勝手 に思 い込 む。
キャニオリン グはいきなりスライダー 。 つま り滑り台。 急 な流れの岩の 上を滑 る天然 のウォーター スライダー だ。
少し躊躇 した 。泳 ぎが苦手なので、落ちた 先でおぼれないかな 、 と。 し かし先 に下 りた宮内 さ んが すぐに足 を立
てていたのを見て安心。滑 っていくとこ れがとっても 気持ちいい！ハマりそうだ 。

その 後には滝つぼへの 飛び 込みがあったが 、 これも気持ちよく 飛 べ た。安全 だと わか っていれば怖 くは ない。
本当に怖いのは安全なのかどうかわからない状態の場所に進 むこ とだ。そういう 意味では今 回は完全 なア ドベ
ンチャーではない。
が、ライバルチームは 進みが 早い。テ クニックに差があるなと感 じ る。実 はこのチー ムは昨年 の 優 勝メン バー２
人を含む強豪チーム。 その後に待ち 構える カヌーや ＭＴＢ で差 を広げられ ると 我 々の 優 勝は遠 のく。

２日目 カヌー

キャニオリン グで 意外 と 時間を要して、藤原湖岸 にたどり着 いたと きには8:30 前。いよいよ問題 のカヌ ー。本栖
湖での苦痛 が思い返される 。
カヌー を湖岸 に運ぶまでで既にクタクタだった。さらに重い荷物 を持 っており、 ３人乗るの もやっと 。 さ あ漕ぎ始
め。。 。 右へクルッ、 左へクルッ。 。。 宮内さん の 掛け声むなし くなかなか 進まない 。ライ バルチー ムはどんど
ん 先へ進む。上手 だなぁ。。。

宮内さん が 「上陸できるとこでなる べく カヌーを 運んだほうがよいですね 」と言 うので上陸 してカヌー を運 ぶもい
まいち 効率がよくない。 ついに宮内さん が 「私は泳いでいきます、２人 で漕いでくださ い」と言 う。
この 場面 で泳ぐ、 と言える宮内さんが光って見えた 。その 言 葉通り、彼 女 は、泳 いだ り、 湖岸を走 ったり、カ ヌー
に引っ張られた りしながら、 そして男２人だけでバランスをと りやすくなったカヌーで 何とかこ のステージ をこな
す 。カヌーに ３人で乗らなくてはならない、 というルールブックには書 かれていなか った とは いえ、 ま ず素人では
思いつかないし、思 いついてもやらないん じゃないだろうか 。

２日目 ＭＴＢその３

いよいよ 最後のステージ。残す はゴー ルまでのＭＴＢのみ 。要 らないものはこ こですべて 預 けられる。 と いうこ と
で防寒具 やらなにやらすべて預けよ うとしていたが、 宮内さん が「こ れは必須 装 備です から」と言 っている のを
聞いて気づ く。 そうか、必須 装備は常に持っていかないとダメなの か。ここま できて 失格 なんてこと になっちゃい
けない 。 （あるチームはここで GPSを預けてしま い、 失格となってしま った ）
ライバルチームとの 差は10 分ちょっと 。 今のままだと優勝 はぎりぎりなのでは 。

ＭＴ Ｂラストステー ジの入りはさほど 厳しいものではない。 アスファルト道を下 り、 川沿いのやや 細いシ ングルト
ラックのトレイ ルを 進むだけ。 このステ ージのメインはラストコ ントロー ルへのア タックと脱 出。まったく美 的セン
スを感じない登って降りる だけのCP24。
地形 図のコン タから、ほとんど担がなくてはいけないだろうことが僕 でも想像 できる 。ほどなく送電線 の管理 道
の入り口を見つける 。さす がに昨日 のよ うな無茶 はしない 。 道が見 つからないからと言って、 ま た直進 しよ う、な
んてことになりゃしないかと 思っていたのでち ょっと 安心。
登り始めるとき村越さんが「さあ行くぞー 」と言っていた（ような気がす る ）。冷静な村越 さんが 興奮 しているよう
に見えた。 そん な様子を見て、苦手 の担ぎを 少しでも楽にできる よう、水 をほと んど 捨てた 。 食べ物 もほと んど
食べた。そして先を行く ２人を追いかける。
これはコ ースプラン ナー からのゴ ールへ 向けた洗礼だ。儀式 なのだ 。これを 終 えれば幸 せになれる。途中 でと
ても苦しくなった。村越 さんが荷物を持ってくれた。 おかげで楽になった。最 大 500 mくらいの登り。昔 よく 登って
いた筑波山 の登りコ ースと同じくらいだ。筑波山 にいる んだと 想像 しながら登 る。
気づ いたら尾根線に登っていた 。 思えばあっさりしたものだった。 送電線下のラストコントロ ールを取 って、 下り
斜面 へ。 崩れやす い斜面 を葛折 りで下る。前 のチームが 見えた！ が、体 が 動かない。ＭＴＢを落 と さないよ うに
する のが 精一杯。 ライ バルチー ムもチームメイトも 先に進んでし まう。負 けちゃダメだ 、勇気 を出 すん だ、 と斜面
を 転げる覚悟で下ろうとする が 、なかなか 体が、 気持ちが前に進んでく れない。
下りきったときにはライバルチームは見えず、２人 が待ってくれていた 。トップゴール は絶望的。申 し 訳ない 気持
ちにもなったが 、しかしいよ いよ ゴールだ 、という興奮が高ま る。山道を下 り、 スター ト直後 に走った 温 泉街へ。
ちょ うど 水上駅でＳＬが煙を上げて見物客 に囲まれていた。全 てが祝福し てく れているように感 じ た。 会場 が見
え、ゴー ルへの 誘導係 のスタッフがみんな拍手 で迎えてくれ る 。スピ ードを上 げる。ゴール テープ 手 前に本当の
ラストコ ントロー ル 。それをパンチしている ２人を見て、 涙が出そうになる 。やっとゴ ールだ ！３人 でゴー ルテー
プを 切った 。13 時過ぎ、 スタートから31時間。

レースが終わって

レースが 終わってからはあっという間だった。宮 内さんが遠 くの駐車 場 までＭＴＢで車 を取 りに言 ってく れた。 男
２人 は結局最後 まで彼女 におん ぶにだっこだった。今回 のレースを象 徴する かの ようで 少し 笑えた 。 車に乗 っ
て会場へ戻り、シャワーを 浴びたり、後片付 けしたり 、ちょっと 休んだり 。レースについて 振 り返る気 にもなれ
ず、放心 状態だった。
ふた たびゴー ル 地区へ戻り、表彰式 で優勝したことを知らさ れる。 優勝したなんて実 感はなく 、ただただ 完走で
きたことへの 喜び と２人への 感謝 の気持ちでいっぱいだった。
優勝賞金 の１０万円のほとんどは参加費へと消え、残った分を３人で分けた。 スントの時計 やノースフェイスの
カバンをもらったが 、賞品 よ りも２人が初アドベンチャー レースの 記 念にと譲ってくれ た今回 のコ ントロー ルカー
ドが一番嬉しかった 。

帰りの電車 はずっと 寝ていた 。レースが 終わってから再び 蜂の 痛 痒さ が戻ってきた。
月曜 ・火曜は仕事 をがんばれたが 、水曜日 に急に来てしまい、休 んでしまった 。
チームとしては 本当に恵まれていた。 初心者の僕が完走 できたの は 、やっぱり 村越さん と宮内 さ んがいた から
だと 思うし、 自分がチームにものすご く貢献した 、という感覚はない。 デビ ュー戦 を飾 るには贅 沢すぎるメンバー
に恵まれた。
しかし 初心者なりにもトレーニングはして 行ったし 、 準備もいろいろ聞いて万全と思 える状態 で臨 めた。チーム
の役割について事前 の打合わせをいっぱいしたわけではないけど、これまでの 付 き合いで知っている範 囲でお
互いの性格 を活かしつつ、うまく 助け合いながら進めた。
これまでのトレーニン グの 積み重ねがあったからこそ、という村越 さん の 褒め言葉 は、 つ まりはオリエ ンテー リ
ングでの 経験があったからこ そ、 というこ とだ。 大会への 準備 のア プローチには 自信があったが、 その手法 は 分
野が変わっても通用 するというこ とは 、自分 に、自分 が築いてきたものに、大 きな自信 を得 られた。
レースから １週間が経とうとしている が 、 未だにレー スのことが鮮明 に思 い出 さ れる。武 尊 へ のトレッキング中
に、 なんで好き好ん でこ んなことやっているん だ、 と思ったときが あった。 何もしてなけれ ば布団 で寝 ている幸 せ
な時間。もう絶対にやりた くない、と思ったはずだし、レース直後 ももういいや 、 と思 っていたは ずなの だが、あ
のレ ース中の感覚を再び 味わいたい 、という欲望 が心のどこかにある 。２回 目 は ある のか。 それ はまだ自分 で
も分からないけど。

