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 ２年前の春、季節外れの雪が降る『さくら道国際ネイチャーラン』。 

250ｋｍ先のゴール付近から応援のため逆走してくれる友人がいた。 

『２４時間走の世界大会 日本代表選考』でも、夜通しの逆走応援。 

 

 その友人ベックスが TJAR（日本アルプス横断レース）に出たいと言う。 

雪が降っても、嵐でも山、土曜のウルトラマラソン優勝後、夜通し山を走り、

日曜のリレーでもしっかり優勝。出ればきっと粘りあるレースを楽しめる。 

 

 今度は私が逆走応援をしよう。 

 



昨年５月、アドベンチャーレースの MTB 練習中に鎖骨骨折・靱帯断絶、走る

ことにドクターストップがかけられた。 

昨夏、それならば山へと、逆走のちょっとした感覚を掴むべく、剱～大キレ

ット～上高地までの、北アルプス ソロ縦走。１０日間３０食分の食糧と行動食、

遭難しないだけに十二分な装備。ストックシェルター泊とは言え、行く先々で、

もう下山するからといただいた食料は徐々に増え、荷物は 20ｋｇ。細いピンで

留めただけの右の鎖骨をかばい、左肩でザックを支えているためにバランスが

取りにくい。途中から、たまたま北アルプスに入っていたアドベンチャーレー

サーのミツルさんやツカムラさんが、心配して密かに行程を合わせてくれた。 

  

 

 今年７月、TJAR の抽選結果が出て、逆走応援が叶わなくなった。 

空いた夏休み、どうしよう。 

 ベックスが北アルプス全山縦走ウルトラトレイルなるものを走るという。

TJAR に出場する仲間の完走を祈りつつ。大会に迷惑をかけまいと北を 

廻るルート。誰よりも太平洋に行きたいであろうこの人、どんな気持ちで 

北に留まり、一人走るんでしょ・・・。 

色々悩んで考えて、初志貫徹、とにかく山に向かうことにした。 

 

 休暇は８日～２０日までの１２日間、たくさんの選択肢が浮かぶ中、 

ルートを決めかねていた。以前 TJAR を完走し、２週間前にセルフで 

日本海～八ヶ岳～太平洋～富士山を走った梅ちゃん、ベックスなどに相談。 

ベックスの行程表では、毎日２４時間分の標準コースタイムを、２倍の 

速さで１２時間進む。休憩含め５０％の速度となると自信がない。。。 

 

ウルトラランナーらしく全て自分の足でつなぐのか、折角の長期休暇を、毎

週末 100～200ｋｍ走っているロードに費やして勿体なくはないか。昨夏・秋

と通った剱や上高地などをトレイスするのは、ただこなしている感じにならな

いか、天候不良などの予備日をどのくらい取るのか、公共交通機関の接続の良

さやエスケープルートは、台風や前線の停滞・速度は・・・。 

 

 全てを足で繋ぎたかったが、台風や前線の予備日、エスケープルートなどを

考えて行程修正、面白そうなところを選んで走ることにした。目標は２つ。 

・親不知～栂海新道～キレット・後立山を代表する山々を走りたい。 

・３ヶ月前、川を辿り太平洋～日本海５１３ｋｍのロードを走った。 

今度は逆に、日本海～太平洋を山で繋ぎたい。  

 

 

↑昨夏の縦走 



 
 

■スタート 8 月 8 日（１日目） 金曜日 雨 

スタートは、親不知・栂海新道、22 時。翌日の夜には強い台風が通過する。 

待ち合わせた親不知駅、外は既に雨。 

 

私の荷物は 10ｋｇ、水がまだ入ってないと言うベックスのザックは、私のよ

り３ｋｇは軽そう・・・、嫌な予感。ＴＪＡＲの選手の荷物は５ｋｇ台らしい。 

真夜中の日本海にタッチし、まずはロードを５ｋｍほど。 

 振り向きもせず駆け抜けるベックス、あっという間に背中が小さくなる。 

走力は圧倒的に彼が上、荷物は小さい・・・。途中まで行程を共にするが、あ

くまで個人山行、甘えは禁物、わかっている。それにしても、今後共にする数

日間を思うと、先が思いやられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栂海新道入口に到着。鬱蒼として人も動物も居ない。山姥の洞とか、犬ヶ岳

って名前、何か出そう。ぬかるんで水溜まりになったトレイル、泥水が小さな

滝になり流れる。ベックスにワイルドだねって言われながらも、気にせずじゃ

ぶじゃぶ進む。沢登りだと思えば、別に気にもならない、どうせ汚れる。 

 

 激しい雨風の洗礼を受けながらも、旅の始まりはいつも愉し。 

トレイルは右に左に鋭角に曲がり、上がり下がり、結構走れるところもある。

スピードを上げる、先が何も見えない、遊園地みたいで面白～い！ 

足元が見えないので感覚で走る、徐々につまずき始める。 

「ねえ、青ちゃんのライト点いてる？」確かにベックスのライトと比べると点

いているんだか、いないんだか。強力なライトは重くてリストラ、持ってくる

べきだった。ベックスの予備のライトを借りる。 

 



 

 

 

 登っても、登っても、登っても・・・登り坂。ドＳ過ぎる素敵なコース。 

山の上、時折振り返れば、遙か下に富山湾の漁り火。夜明け、佐渡島も見える。 

なんてロマンチックなんだろう、一気に栂海新道のファンになる。 

 

「わーい、小屋の水場があるってことは、あと１０分くらいだよね。」 

は糠喜びに終わり、延々１時間以上歩いて避難小屋着。栂海小屋には先客が。 

客「どちらからですか。」 

ベックス「昨晩親不知から。」 

客「この雨の中・・・ですか？？ どちらまで。」 

ベ「私は上高地を通り、日本海まで。家が富山なんで、その方が近いんですよ。」 

私「私は太平洋まで。家が東京なんで、その方が近いんです。」 

客「-o-；」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山の上に広がる湿地や花畑、 

高山に突然現れる池が幻想的。 

晴れた空映す日に、また来たいな。 

 

                    ↑昨秋の奥又白池→ 

 マラソンを始めてから、ご無沙汰になった山や沢、 

緩い上り坂がすっかり苦手になっていた。ついつい溜息が。 

べ「青ちゃん、知ってる？溜息つくと、幸せが逃げるんだって。」ニヤリ 

私「溜息じゃなくて、深呼吸だもん。」。 

 

昨年の秋は、私が同じような事言ってたのに、「深呼吸」だと譲らなかった 

ベックス、強くなったね。頼りがいが出てきたね、夢と情熱、努力の賜。 

 



  

１１時、朝日小屋に到着。ここで行程相談。 

 

明日夜に通過する台風、このまま先に進んでも、キレット手前で止められる。 

２泊同じ所で停滞するより、毎日少しでも進む方が良い。まだお昼だけど、初

日の宿はここに決める。６０人の予約がキャンセルとなり、かき入れ時の宿は

がらがら。贅沢にも８畳の和室は貸切り。予想に反し、ブルジョアジーな旅に。 

 

取り敢えず、寝られる時に寝る。 

べ「オレ、繊細だから、枕が替わると眠れないんだよね・・・」 

私「あ～A 型だからね、ダイゴ君もそんな事言ってた、A 型って大変だね」 

べ「Z・Z・Z・・・」 

って、もう寝てんじゃん、はやっ・・・。 

こんな真っ昼間っから眠れないのは、私の方だよぉ・・・おーい。 

 

１７時「夕飯の用意が出来ました」 

同じ宿には５名が宿泊。昨夜、私たちより２時間遅れで、一人親不知をスター

トしたコンノさんが相席。こんな台風の日に親不知、世の中、似たような人が

いるもんだなあ。一緒に、客の少ない時にしか出さないという餃子鍋と雑炊、

サービスの食前酒が嬉しい。食べ放題ってことで、何回もおかわり。 

それにしてもこのお二人、よく食べる、見ていて気持ちが良い。 

「食べられる時に、食べられるだけ、食べておかないとね。」ってベックス。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部屋に戻る。 

オレ繊細だから・・・と先ほどぐっすり寝ていたベックス氏は、またも瞬殺。 

ホント良く寝る、子どもか・・・。 



 

 ■8 月１０日 日曜日（３日目） 台風 

ぐっすり寝たベックスは、朝からハイテンション。着々と準備。 

一方の私は、朝が苦手。そのハイテンションに、益々テンション下がり気味。 

起きない私の目の前に、ヘッドライトをかざす。 

「眩しいってばっ、はいはい、すみませぬ、起きますよ、起きます。」 

とつぶやきながらも・・・隙を見て二度寝・・・ＺＺＺ。再度ヘッドライト。 

恨めしく見る私に、朝から元気に笑うベックス、・・・のドＳ。 

 そんなこんなで、各自お湯を沸かし、ココア入りのコーヒーに、ベックスが

携帯するコンデンスミルクを分けてもらい、身体目覚める。 

 

５時、朝日小屋では女将さんがお見送り、感謝です。 

レインウエアを普通洗濯洗剤で洗ったのと、毎週末のハードユースのせいで、

雨が染み込む、染み込む。 

稜線に出る、時折岩につかまらないと吹っ飛ばされそうな風、横殴りの雨が痛

い。真冬のカヤックレースやウルトラマラソンにも半袖で出るくらい、寒さに

は強いはずの私。それでも、濡れた身体にこの強風は、かなりこたえる。 

 

「普段から装備の管理はちゃんとしておかないとね。死にそうなくらい寒くな

ったら、ウインドブレーカー貸してあげても良いよ。青ちゃん、山は自己責任

だからね。」ニヤリ、余裕のベックス。ちょっと触ってみる、ベックスのレイン

ウエアの中サラサラ、あっ、なるほど、そゆこと。「死んでも、借りてなんてや

るもんか。」とエマージェンシーシートをレインウエアの下に着込む私、温かい。 

 

 それにしても、台風直下の稜線ダッシュは楽しい。カヤックにしろ、ランに

しろ、逆風の中の疾走感が大好きだ。世の中には、風や嵐にまつわる歌の何と

多いことか。風の歌を歌いながら、楽しく嵐の中を駆け抜ける。すれ違う人は

居ない。風と闘わない、風になって地上３０００ｍを自由に吹き抜けたい。 

 

休憩は出来ないが、稜線を過ぎて風が防げる岩陰で、ささっと行動食を取る。 

ベックスが小さなツェルトを出す。 

「寒いの？」と私。なんやかんや言って、 

ベックスも寒いんだ、そうだよね。 

と思ったら、ポンチョ代わりに私に被せてくれた。 

「休憩中に着ると、低体温とか防げて便利なんだよ、 

防水性も高いし。」大きなてるてる坊主みたいだけど、 

これがめちゃめちゃ温かい。 



 

雪渓もかなり残っている、滑落したところでそれほど怪我も無さそう。一人

ならトラバースしてしまう所、「大回りだけど、下からまわろう」とベックス、

この慎重さが大切なんだよね、反省。 

おなかが空いた、白馬山頂小屋では、ビュッフェがあるらしい。 

お昼もやっているのかな、それをモチベーションに突き進む。 

雪倉岳、鉢ヶ岳、白馬岳を踏み、白馬山頂小屋１０時着。 

幼い頃から、家族で良く来た白馬、久しぶりに来たかったんだよね。 

 

こんな天気でビュッフェは無し、残念無念。 

小屋の受付で、「ちょっと休憩して台風が行ったら、また出発します」と伝え

た。「台風は今日は行かないから、泊まった方が良い、明日もどうだか・・・」

と小屋の方。小屋には、同じく足止めされたワンゲルの大学生達。このまま進

んでも、キレット手前で、制限がかかり、先には進めないとのこと。とても外

でストックシェルターを張って寝るような場所でも、風雨でもないので、小屋

に泊まることにした。この日は、ＴＪＡＲでもシェルターから小屋に避難する

よう指示が出ていたらしい。雨風は激しさを増し、小屋の床や蒲団にまで吹き

込む。２時間後に朝日小屋を出発したはずのコンノさんが心配。 

 

靴、インソール、着ていた服などを手洗いして、乾燥。乾燥室から出ると、

山岳警備隊の方に呼び止められた。「こんな日に来るなんて･･･」とたしなめら

れ。私じゃなくて、部屋で寝ているあのお方に・・・と思ったが、損な役回り。 

 

私「ねえ、あれ以上風が上がったり、ガスって見えなくなったら、どうする 

つもりだったの？」 

ベ「這松の間に避難したり、ホフク前進すれば大丈夫だよ。」 

私「ホ・フ・ク・ゼンシン･･･ -o-；？ …したこと無いし。 

あのぉ、ホフク前進してたベックスの学生時代と違って、私、ピアノと 

か絵を描いて過ごしてたんですけど。。。」 

私「低体温とかになって、動けなくなったら終わりだよ。」 

べ「担いで降りるから大丈夫だよ。」 

私「ベックスに担ぐ自信あっても、私、鎖場やキレットで担がれる 

自信ないよぉ・・・（無事で良かった･･･ ＜誓＞自力下山･･･T-T）」 

 

  



↑腹筋中のベックス 

 

 

 

にしても、夕食までには時間が長い。 

またも、寝にかかるベックス。 

たいして歩いているわけではないので、体力があり余って寝付けない。 

 

私「暇だね」  

べ「筋トレする？」 

私「おなか空いたね」 

べ「筋トレする？」 

私「-o-；・・・、筋トレの他になんか無いの？」  

このお方、脳みそが筋肉で出来ているらしい・・・。 

べ「しりとりする？」 

私「ほか。」 

べ「ストレッチ」 

私「んじゃ、ストレッチ」 

 

大ストレッチ大会、 

からの私のスパルタ コアトレ講座、 

からのベックスの腹筋バリエーション講座へ。  

 

胸椎の開きが甘いので、足の裏で背中を押してみる。 

小さな低い悲鳴。男子の悲鳴久しぶりに聞いた あはっ^-^ 

コアトレで腰が落ちてきたので、足で上げて差しあげる。 

（別に、蹴っているわけじゃぁございません、念のため。） 

 

私「今日のノルマまだじゃん」ニヤリ 

さすがに、毎日腹筋 8000 回は、今日はお休みらしい。 

 

「夕食です。」 

エビフライ、豚肉と豆腐の鍋、おかず沢山。 

みそ汁、ご飯はおかわり自由。 

 

 

                   



  

■8 月１１日 月曜日（４日目）台風 

今日の行程は－ 

杓子岳、鑓ヶ岳、天狗山荘、天狗の大下り、不帰のキレット、唐松岳、大黒

岳、五竜山荘、五竜岳、キレット小屋という楽しいコース。 

 

小屋を出て暫くすると、ベックスつぶやく「お金忘れた・・・」 

あらあら・・・、大金を枕の下に入れて、そのまま畳んでしまったらしい。 

幸い、忘れたのはお金だけ、ここまで完璧だったのにと、落ち込むベックス。 

（あのさぁ･･･、この世に完璧なコトなんて無いよ。完全は不完全だから･･･^-^;） 

「お金なら貸せるよ、私一回街を通るから、お金下ろせるし。宵越しの体力

と金は持たないぜっ。」ってなことで、旅を続行。来週また取りに来れば良い。 

 

キレット手前、またもベックスつぶやく「携帯落とした・・・」 

「青ちゃん先に行ってて、暫く探して無かったら戻るから」 

って、キレット１人かぁ・・・ベックス肝心な時にいないんだから・・・ 

まあ、１人だろうが、２人だろうが、落ちる時は落ちる。慎重に行けば大丈夫

でしょ、さぁて行きますか。って振り返ったら、ベックス登場（嬉♪）。ほかの

ポッケに入っていたらしい。おいおい＾-＾； 

「あのさー、防衛大だよねぇ、物の管理がなっとらーん、４年間やりなおして

来てくださーい。」なーんて、私も人のこと言えないけど。でも良かった、写真

も記録も思い出も、全部携帯の中だもの。 

 

さてさて、気を取り直して—。 

高いところが大好きな私、『不帰 カエラズの』のなんていう怖い名前のキレ

ットを楽しみにしていたが、ガスっていて高度感は皆無。ちょっと拍子抜け。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００均の手袋が雨に濡れて冷たい。「写真撮るから右手だけ使ってみる？」

と完全防水のグローブを貸してくれた。その内、左手も。あったかいけど・・・

この天気、素手で鎖場はね、なんかベックスの手、赤くて冷たそう。 

ありがと、暫くお借りして返す。 

 

３時に起きて朝ご飯、８時くらいにどこかの小屋でカップ麺、その後は、小

屋に寄る度、2～３時間毎に、カップ麺やご飯をがっつり食べる。ウルトラマラ

ソンでは、食べなくても長距離を走れるように訓練する。山はその反対。食べ

るのもトレーニングとばかりに、食べる食べる食べる。食べて体温を上げれば、

低体温も防げる。 

唐松山荘～五竜岳を歩く、一瞬の晴れ間、初めて現れた後立山の稜線、その

先の先。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後立山、この高度感、素朴で大きくて厳しい感じ、男っぽさに憧れる。 

 

キレット小屋に宿泊。 

親不知から走ってきたコンノさんと再会。前夜は、隣の白馬小屋に宿泊して

いたそうだ。ロングをメインに活動するトライアスリートだけあって強い。 

ご飯の後、一緒にビール＆ウイスキー。山の水で作る水割が、最高♪ 

ベックス 「白馬で暇でしたよね、何してました？」 

コンノさん「筋トレしてました」 あー、ここにも居た。 

この２人、ホント行動パターンがそっくり（笑）。 



 

 

 

■8 月１2 日 火曜日（５日目）一時晴れ・曇り 下山後豪雨  

４時、出発直前雨は止み、満月が綺麗。 

ライトの調子が悪い、固くて開かない。鎖場でベックスが石でこじ開ける。 

 

「寝起きに鎖場・八峰キレット、結構好きかも♪」この旅、初めてのご来光。 

西に満月、東に朝日、背中にはベックスのゴール日本海、向かうは真南 太平洋。 

このシンプルな十字の真中でご来光を待つ。一生忘れられない景色がまた一つ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

鹿島槍ヶ岳を登り、冷乗越山荘までの途中、コンノさんが追いついてきた。 

しばし３人で走る。男子、はやっ、、下りは同ペースで行けるが、登りで引き離

される。冷乗越でカップ麺とチョコクッキーを食べる。ベックス今期８個目の

熊鈴を買う。普段は使わないが、私も南アルプスに向け、同じものを購入。 

 

 ここを分水嶺として、ベックスは日本海、私は太平洋へと流れ行く。 

楽しかった二人旅も、ここで終わりかと思うと、とても淋しい。 

餞別と言ってベックスから黄色のツェルトを手渡され、一人赤尾根を下る。 

滑りやすいから気を付けてと注意されていた赤尾根で、５、６回滑る。 

感傷に浸っていては怪我をする、「自分の仕事をしよう。」気持ちを切り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タクシーを呼べば 2500 円で駅まで行けるが、たったの 6ｋｍ。 

ずっと下りと甘く見た、スキー場までは登り坂。激しく打ち付ける雨に、早速

ツェルトが大活躍。寂しい林道を、青い鈴を付けた黄色い照る照る坊主が賑や

かに走る。簗場駅に到着、すぐに松本方面の電車が来る。 

 

松本でバスの接続を聞く、滞在猶予は３時間。パルコのアウトドアショップ

で、レインウエア、レイングローブ、ライト、食料などを調達。鉄とタンパク

質を補うため、がっつり一人焼き肉。電車とバスを２本乗り継ぎ、途中の酒屋

で雨の染み込むレインウエアを送り返し、仙流荘へ。４日ぶりのお風呂、衣類

を手洗いし、ドライヤーで乾かし就寝。 

 



 

■8 月１3 日 水曜日（６日目）晴れ 

６時のバスで、北沢峠に。上高地まで行こうとしていた行程を変更した 

お陰で、予備日を含め、時間に余裕が出来た。ＴＪＡＲの選手が行かない、 

甲斐駒ヶ岳をピストンすることにした。こもれび山荘で不要な荷物を一時預け、 

ＴＪＡＲ主宰 飯島さんのゼッケンを記念撮影♪長衛小屋で軽食を食べ、出発。  

久々の晴れ、遠くには先週走った富士山が見える、 

あー南に来たなぁ。山頂からは、遠く北アルプスの山脈、 

大好きな槍ヶ岳、ベックス頑張ってるかなぁ、私もがんばろ。 

 

こもれび山荘に下山すると、受付お兄さんが早かったねって。 

ランチにスープカレーを注文しながら、もう一人のお兄さんに危険箇所や行程

時間の相談。仙丈小屋まではコースタイムで言うと１６時着、もっと手前の小

屋に泊まらないと無理だと言う。 

「手前･･･、そうですか。うーん。」そんなやりとりを聞いて、受付のお兄さ

んが飛んでくる。「この娘、違うんだって、甲斐駒３～４時間で帰ってくるくら

いだから、大丈夫」話が早い。両俣小屋まで行きたいと言うと、最悪闇テン出

来る場所、水を取れる場所などを丁寧に教えてくれた。とてもありがたい。 

 

仙丈小屋では、初めてＴＪＡＲの選手を発見、応援お見送り♪ 

少しお疲れの様子。トップ選手ほど、台風の中、睡眠時間を削って来ているの

で大変。登りは歩き、下りで一気に見えなくなる、さすが。 

 

ベックスから教えてもらっていた、間違えやすい横川岳の分岐もクリア。 

１８時両俣小屋の分岐に到着。そこから倒木続きの激下りに３０分、日暮れ

前にテン場に到着。カップ麺を注文し、お湯を入れてもらう。降り出しそうな

空模様が気に掛かる。麺が出来る４分の間に、少し離れたテン場に自分の場所

を確保し、ストックシェルターを建てて、エスケープヴィヴィ（簡易寝具）と

マットを投げ入れダッシュで戻る。６分かかって麺は柔らかめ。 

 

宿の女将さん、「おとといテン場で熊が出たから気を付けてね。」 

って、気を付けようが無い。。。雨も防げるし、食料の入ったザックをストッ

クシェルターから離れた木の枝にぶら下げる。 

夜中、沢の音か雨の音かわからないが目が覚める。シュラフが無いので少し

寒い。腹筋をする、温まる、疲れて寝る。自宅と間違えるくらいぐっすり熟睡。

小屋より、ストックシェルターの方が眠れる便利な体質。 

 



■8 月１４日 木曜日（７日目）長い停滞前線の為、この先ずっと雨 

 

５時起床。朝ご飯はまたもカップ麺、宿の男の子がお茶を入れてくれた。 

何だか良いことありそう。こんなことが、本当に嬉しい。宿は人だなあ。 

北岳にも寄っていこうかと思ったが、連日の雨で増水して渡れないとの事。 

ぱぱっと撤収していると、視線が痛い、が気にしない。 

屈強な男子が、屈強なテントの横で二人、こちらを観察中。いつもの事。 

「シュラフ、無いんですね。」 

「このくらいの標高なら無くても大丈夫ですよ＾＾」 

「・・・」 

両俣から、朝一の登り返しが堪える。 

６時５５分昨夜の両俣分岐に戻り再スタート。 

 

１０時５０分熊の平着。優しそうなお父さんがストーブに火を入れてくれる。 

カレーを注文すると、キッチンにいた女性が、今日はこんな天気でお客さん

居ないから、いつもの生野菜が無いの、ポトフで良いかしらと。冷えた身体に

野菜たっぷりのポトフが嬉しい。おぜんざいも注文。すっかり温まった身体、

濡れた服で再び冷たい雨の中に出るのは、毎度勇気がいる。 

 

１６時１０分 塩見小屋到着。 

コースタイム４時間頑張れば、三伏峠小屋まで行けるが、雨の中、塩見岳の

登りがきつかった。一日雨に打たれたので、今夜はゆっくり休んで、明日しっ

かり登れば返って早いと踏む。 

水の無い小さな塩見小屋は、人でごった返していた。トイレ代わりのゴミ袋

３枚とペットボトルの水５００ｍｌを渡され、普段は職人さんが泊まるという

小さなコンテナハウスに案内される。汗と雨に濡れた服が密に掛けられた入口、

生乾きのまま翌朝もそれを着る。 

ＴＪＡＲゼッケン１番の松浦選手が来た。 

ベックスの話をすると知り合いだということで、

益々、応援に熱が入る。 

「また一緒に山に行きましょう、渡部さんにも伝え

てください」とのこと。大浜まで行くことを伝える

と、「追いついて来てくださいよ」なんて、屈託のな

い明るい笑顔、まだまだ元気一杯な松浦選手の背中

をお見送り。晩ご飯、ベックスの「食べられるとき

に食べる」を守り、ご飯３杯、宿で一番食べる。 



 

 

 

■8 月１５日 金曜日（８日目）雨 

 

注文したお弁当を開けると、いなり寿司６個。食べてみると山葵、梅など色々

な味。全部平らげ、５時、塩見小屋出発。 

コースタイム４時間１０分の三伏峠に、１時間３０分で到着。甘える人が居

なくなったら、本来の力を発揮、私、一人になると結構強い^-^・・・、←オイ

オイ。風雨は益々強くなり、登りの逆風に押され気味。 

 

８時２０分小河内避難小屋に到着。入ってみればすごく素敵なお家。優しい

ご主人と美人な女将さん。ついさっき、ＴＪＡＲの選手が来て、カップ麺２つ

食べていったと言う。私も同じペースで行動してるので、２つ食べても良いよ

ね。赤い狸＆緑の狐、コーヒーに、カロリー取らなきゃねとサービスしてくれ

たチーズタルトをいただく。雨風は益々強くなり、窓を揺らして叩きつける。 

 

１１時１０分高山裏小屋着。登りで右アキレス腱が痛み出す。豪雨の中、靴を

脱ぎ、早めのテーピング。痛みのため、登り大失速。 

１４時１０分荒川小屋岳でガーリックチップの乗ったカレーライスを注文。 

１４時５０分発。この旅の殆どは雨と風、たまにすれ違う登山客は、一様に

うつむいて悲壮感いっぱいの表情。中々人と会わないことをよいことに、大声

で歌を歌いながら、山行を楽しむ。たまに出会った方に、「楽しそうだね」って

声かけられながら進む旅。 

 

台風に比べたら、こんな雨っ、こんな風っ、、こんな寒さっ、、、何でもない。 

（注意：よい子はマネをしないでね。） 

  



１７時０５分 赤石岳避難小屋着 

「百間洞山の家には、１６時までに着いてください」の看板。 

ここからコースタイムで２時間１５分、既にアウト。  

途中出会った方が、「赤石岳避難小屋には、お酒の好きな優しいご主人がいる

ので、絶対に寄ってください」と教えてくれた。ここまでそれを楽しみに登っ

てきた。小屋では、先客が賑やかに宴会中。 

 

ご主人が、今から行ったら百間洞の方に非常識だっておこられるよ、ここで

泊まれるけどってアドバイス。「どこから来たの？」 

「塩見小屋です。８日に親不知を出て、太平洋まで行く予定です。」 

「？？、それなら百間洞まで行けるな。ここに寄ったことは、百間洞の人に

は内緒ね、何で行かせたんだって、おこられちゃうから。一緒に写真撮ってよ、

Facebook に載せても良い？」「助かります。携帯がソフトバンクなんで、下界

の知人達に、生存確認が出来てないんです。生きてるんだか、死んでんだかっ

て・・・。」 

小豆たっぷり、おもちが２個も入った、熱々のおぜんざいをいただく。「ぜん

ざいパワーで、行けー！」とご主人やスタッフの方、お客さんの激励を受け、

出発。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この赤石岳小屋の FB のアップや、途中の小屋や、すれ違いざまにお話しした

登山客の方々の繋がりにより、この後、すれ違う方々や選手に「もしかして親

不知からの・・・」と、いたる所で声をかけられ、応援していただけるように

なる、大感謝。そして、この後 TJAR の飯島さんとのご縁に繋がり、自分でも

予想だにしなかった展開へと。。。 

 



 

周りがガスって視界が悪い、急がないと日が暮れる。 

と、こんな時間に登ってくる人が居る。トレランの格好、ＴＪＡＲの逆走応援

らしい。こんな雨の夕暮れに赤岳をピストンして、百間洞に戻るとのこと。互

いに「気を付けて」と言って別れる。 

 

 広い石の原、ちょっと道しるべのマークを見失う。最後のマークまで戻りた

いが、どこだったかな。１０分ほど登り返し、うろうろ。落ち着いて、と。 

マークを見つけて正規ルートへリカバー、百間洞到着。 

 

 「こんな時間にごめんなさい・・・」と頭を下げる。 

小屋の方「小屋泊ですか？カツカレーは無理だけど、ランチメニューなら出来

ますよ」と予想に反し、優しくて一安心。お願いした牛丼は、味付けがとても

良く美味しい。食事が美味しい事で、南アルプスでも有名な小屋。 

 囲炉裏の横では、山小屋の方が、お客さんの登山靴を修理している。器用な

作業を見ているのは楽しい、全部自分で修理しないといけない山の生活。 

 見ながら、お客さんとお話。所用で来られなかったと言うが、今年のさくら

道で共にエイドスタッフをするはずだった方と出会い盛り上がる。世間は狭い。 

 

 

  



■8 月１６日 土曜日（９日目）大雨 

炊きたての美味しい朝ご飯を２杯おかわりし、出発。 

昨夜、靴を脱ぎストレッチした時は、アキレス腱の痛みが無かった。どうも、

靴の踵がアキレス腱を締め付けて、痛みが出ているよう。右のインソールを、

抜くと少し楽になった。今日も大雨の中、稜線歩きが続く。 

 

稜線でトイレに行きたくなったが、無い。ウルトラマラソンとか、沢登り、

雪山、カヤックの島渡り・・・、こんな時女子だとちょっと困る。 

稜線の脇が崖で無い事を確認し、雨に打たれつつ失礼して這松の茂みの中へ。 

周りには大きなブルーベリーが鈴なり、折角なのでいただく。茂みから出ると、

おじさまと鉢合わせ、ばつが悪いが仕方ない。間違えやすい聖岳山頂もベック

スのアドバイスを守り、難なくクリア。 

 

 

 

 

 

 

聖岳付近、南アルプスで唯一私に追いついて来た男子が。 

何人たりとも私の前は走らせない・・・な～んてね^-^ 

速いなあ、誰だろう・・・、と思ったら、昨日の夕方、赤岳をピストンすると

言っていたタケダさん、無事だったんだ、ホッ。再会を喜び、色々お話しなが

ら、共に聖平小屋へ。とても気さくな小屋の方々、入口にはサービスのフルー

ツポンチ、美味しい。カレーも１皿 500 円と破格。 

この旅で、そろそろ板についてきた「大盛りで！」の掛け声、勿論おかわり。 

 

ゼッケン８番の、大原選手が到着する。 

「私たち、カレー２杯大盛り食べましたよ」って 

笑うと、「今まで見たこと無いくらい大盛りでお

願いします！」って負けず嫌い。 

こういうがっつりな乗り、好き。 

ベックスの話をすると、知り合いらしい。   

「出たい人もいるのに－、太平洋まで魂を届け

ます」と言ってくれた。先週、田子の浦～富士

山往復マラニック 112ｋｍで、抜きつ抜かれつ

したマツイさんとも偶然の再会。すごい縁！  

 

 

  



15 時 8 分 南アルプス最後の、横窪小屋に到着 

 

当初は、茶臼か横窪で一泊して、最後のロードをしっかり走るつもりだった。

ロードなら２～３日くらい寝ずに走り続けられる事を、日頃の自主練で実証済

み。そのままナイトランで大浜に向かうことにした。 

 

ここから 70ｋｍコンビニが無いらしい。 

横窪小屋の入口から様子を伺うと、顔を見るなり、すぐにスタッフの女性がお

茶を出してくれた。ココロ・ホドケル、ありがたいです。 

 

「何か食事は出来ますか」と聞くと夕食の準備があるので、出来無いという。 

その代わり・・・と、カロリーメイトや魚肉ソーセージ、羊羹、エネルギージ

ェルなどが入った、ランナーが泣いて喜ぶセットをいただいた。吃驚して「お

金払います。」と言ったら、あなたは選手じゃないからお金はいいよと言われた。

どう言うコト？？ 

どうやら、TJAR の選手は、レース中物品を無料で提供されてはいけないと

いうルールがあり、気持ち程度のお金を支払っているようだった。 

「選手のだったら、選手に渡してあげてください。」と断ったが、選手の分は他

に用意してあるから持っていきなさいと言われた。申し訳なく、ありがたく。 

 

あと一時間くらいで大原選手が到着するという。 

待って、お見送りすることにした。 

その間、横窪小屋のご主人が、色々な話をしてくださった。 

TJAR の選手が練習や挨拶に来てくれることの歓び。 

TJAR を目指して頑張っている選手を見ることで、この歳で気持ちがわくわく

するありがたさ。 

してやっているんじゃない、させてもらってるんだって。一期一会だよって。 

   不覚にも、こんなところで涙^^; 

 

テン場に泊まるのは好きだけど、たま

にはゆっくり小屋泊りも良い。山は人、

小屋は人って思っていたけど、人、じゃ

なくて人格者、ですね。赤石岳避難小屋

にしたって、聖平小屋、小河内小屋、朝

日小屋にしたって・・・etc．etc.、天空

に、帰る家いっぱい出来た、また来ます。 



■横窪小屋～ヤレヤレ峠～畑薙大吊橋 

すぐにロードに出ると勝手に勘違いしていたが、大吊橋まではアップダウン

の細いトレイル。河原すれすれの石の上も、一応コース。何せ、試走をしてい

ないため、合っているのかいないのか、確認しては前に進む。吊り橋の続く沢、

ＴＪＡＲ、良いコースだなあと感動し、写真を撮りながら進む。こんな滑りや

すい初めてのトレイル、日が暮れれば、所用時間は２倍。日暮れ前に抜けよう

と先を急ぐ。 

１７時２０分ウソッコ小屋着 

１８時２０分ヤレヤレ峠着 

１８時４５分畑薙大吊橋着 

山よさようなら、 

天国と俗世とを隔てるかのような、長い長い大吊橋。 

 

ここで、足の養生をする。バス停のベンチに腰掛けたが、何か痒い、ダニか

なあ。雨で濡れた地面に移動し、踵などを保護するためにテーピングしなおす。 

２５分ほどかかったが、ここは時短してはいけないところ。大量の蚊に刺され

ながらも、走るのに関係の無いことは、無駄なので気にしない。 

 

痛い？  青ちゃん、気のせいだよ。全部気のせいだから、大丈夫。 

寒い？  寒かったら、走る。 

疲れた？ 走らないといつまでたっても終わらないぞ 

          コツ教えてやる。まず、右足を出す、次ぎに左足、右、左･･･^-^; 

まめ？  雨降ってロードをそのスピードで走りゃ、まめ出来るの初めから 

わかりきってんだろ。青ちゃん、まめは怪我に入らないよ。 

—ウルトラランナー仲間の口癖が浮かぶ ^-^; 

 

白樺荘で携帯の電波が入る。ちょっと休憩・・・のはずが、何だかだらだら。

望月選手の写真やサイン、ゼッケンが飾られているのをじっくり鑑賞。 

 

 

  

 

 

 



■8 月１７日 日曜日（１０日目）豪雨・灼熱が交互に 

 真夜中、冨士見峠までは、大好物の長い長い登り坂、がつがつ登る。 

ロードに出ればこっちのもの、マイテリトリーにココロウキウキ。８０ｋなん

てあっという間、走り足りないくらいだ。（ってのを後々訂正したくなったのは、

残り２０ｋになった頃・・・。） 

 

車の人「もしかして親不知から来たって、あなたの事？」 

私  「なんで、知ってるんですか？」 

車の人「赤岳避難小屋のＦＢ見て。」 私（すごい影響力だなあ、恐るべし。） 

「ここで、それだけしっかり走れるのは、素晴らしい！」 

私  「でも、この後、また登り坂があるって聞いたんです、大丈夫ですかね。」 

車の人「大丈夫だよ、僕でも走れたから。」 

私  「ＴＪＡＲに出られたこと、あるんですか？」 車の人「３回ほど。」 

私  「３回も？！すごーい。」 

車の人「申し遅れました、私主催者のイイジマです。」 

私  「？ ？？ ？？？ スッ、スミマセン、、（汗） 

ご迷惑おかけしないように、気を付けて走ります。」 

車の人「頑張って、ゴールで待ってるから。」 

 

唖然・・・、今ナント？！ 元々は－ 

→一人だけのＴＪＡＲ逆走応援。 

→叶わず、ベックスの応援替わりに企画した一人旅。 

→同じく北アの走り旅を企画をしていたベックスと、数日を同行させてもらえ

る事となり。 

ＴＪＡＲの前夜、密やかに親不知を出発し、ＴＪＡＲの制限時刻の３日後に、

幾千の波だけが待つ大浜海岸に一人立つ・・・ってのが、私の旅を締めくく

るイメージだったのに。 

 

ナンテコッタ・・・ 

海で、ゴールで、待っていてくれる方がいるなんてー、急展開に困惑しなが

らも、有り難さを噛みしめつつ、登り坂を力強く走る。 

 

 

 

 

 

 



２時４５分 井川駅 静岡市内まで５５ｋ  

ちょっと眠いが、夜が明けるまで、ここが我慢のしどころ、走り続ける。 

 夜が明けて、登りで水切れ。試走をしていないので、自販機がどこまで無い

のかわからない。雨水滴る杉の葉を揺らし、沢の水に頭を浸け、道路の水溜り

をすくい、首筋や全身を冷やして進む。最悪歩けばよい。 

５時５５分 冨士見峠 残りフル１本と思うと気が楽。 

 

「写真、撮りましょうか？」すっかり一人旅にも慣れ、自撮りしていると声を

かけられた。米田選手のパパとママだった。少しお話してご褒美の下りへ突入。 

   

残り３５ｋ 徳島から応援に来た、前大会３位のキムラさん、ミヤザキさん、

シナガワさんに道中、何度も応援していただく。「この荷物で走ってるの？！」

と代わる代わる、ザックを持たれ吃驚される。軽量化など、色々な疑問を投げ

かけると、経験から対策を教えてくださった。私に足りないのは、持久力や度

胸より、装備の知識と緻密さだった。 

彼らと共に、カレーとシフォンケーキを食べながらゆっくりお話。「この道ト

イレ全然無くて。夜ならまだしも、明るくなると隠れるとこ無くて、すごい困

りますよね。稜線続きとか、もう、気にしてられないですよね～。」「うん、気

にしない、気にしない。」女子トーク炸裂。 

「気にしてください。」とキムラさん。 

ごめんなさい、男子って繊細 ^-^; 

 

ゼッケン１８番 コンノ選手到着。足首が腫れ上がっていて、苦しそう。 

見かねて、お店のご主人に氷と湿布をいただく。が、選手は、氷でも無料で受

け取れないとのこと。余計なことしてしまったと悪く思っていたら、ご主人も

慣れたもの、購入するなら良いとのことで、５０円いただきますって。色々お

話して、「２年後、一緒に出ましょう」と言ってくれた。でも、私、まだまだ、

まだまだ、まだまだ･･･だって事が、この旅でよくわかった、日々精進。 

８時３０分 カレー屋出発 

 

 

 

 

 

 

 

 



■静岡市外へ 

 先週の富士登山。道に迷い、登らなくてよい激坂を登るはめに。 

私「大吊橋からの 80ｋｍで迷わないか不安。80ｋｍじゃ済まないかも。」 

シライシ君「大丈夫だよ、コンパス持ってんだろ。ひたすら南に行け。」 

 （この人、ザ・O 型だわぁ、同じにおいがする。。。） 

私「わかった。海の匂いのする方に走る。」 

日本アルプス総図 1/50000 しか持ってこなかった、っというか、静岡南部

は、その横に添えられた 1/120 万の地図にしか載っていないため、標識を見

逃さないように注意する。 

 

井川オートキャンプ場、登山中、道中、車や各所でたくさんの声援をいただ

いた。選手、元選手、アラジンというクラブの方々、地元の方。選手と間違え

られる事たびたび、「紛らわしくてごめんなさい。。。」って謝るが、「それでも、

頑張って。」と応援してくれる。 

普段の走り込みにより、関節、筋肉は何ともない。擦れ浮腫みならすぐ治る。 

ただ、ぴったり目だった靴は、気圧差により浮腫んだ足を締め付ける。右足だ

けインソールを抜いた登山ラン用シューズ。10ｋｇのザックを担いだままでは、

足裏への衝撃が吸収出来ない。選手のように、ロード用シューズをデポ出来れ

ばまだましなはずだが、個人走ゆえそれは出来ない。 

クロックスを買おうか迷っていると、雑誌『トレラン王国』ですが、ちょっ

と取材させてもらってよいですか？と声をかけられた。 

「私、選手じゃないんですけど。」と伝えたが、「わかっています。親不知か

ら走られているんですよね。」と、ここまで情報が伝わっている。 

写真を撮っていただき、簡単にルートを説明する。 

 

こんなにも、たくさんの応援、休憩するわけにもいかず、頑張って走る。 

気ままな一人旅、ではなくなってしまった、一刻も早くゴールして、応援し

てくれた方々に応えたい。土砂降りと灼熱を交互に繰り返す空模様。田んぼも、

電線も、家々も、車も、全ての放射線の集まる点だけを目指して。こんな眼を

するのは、きっと久しぶり・・・、なくらい痛い足で大地を蹴る。脳の中心が

痺れ、下半身の感覚が無いくらいの痛い事には慣れている、ウルトラランナー

だもん。 

 

  



■残り４ｋｍ 大浜公園通り 

昨夕、一足先に日本海にゴールしていたベックスに電話。何かほっとする。 

北アで別れてから、これまでにあった素敵な出会いを報告、感謝。 

目標としていた夕陽までには間に合いそう。ベックスを迎えるはずだった大浜、

何で私がゴールフラッグをくぐっているのか、人生何があるかわからない。 

赤石岳避難小屋のノグチさんから奥様に、ゴールで出迎えてくれとの伝言が

あったらしく、奥様が出迎えてくれた。最後の最後まで、本当にありがたい。

ウルトラマラソン関係の友人、先にゴールしていた選手や、道中応援してくだ

さった方々、地元の方々から沢山の拍手、沢山の方がシャッターを切る。 

「みずきちゃん、ゴールフラッグまで行かないの？」 

「それは、いくら何でも、厚かまし過ぎて・・・」と私。 

「２年後にする？折角ここまで来たんだから、行っておいでよ。」 

「そ、そぉかなぁ、んじゃぁ、」砂浜ダッーッシュ！ 

 

大浜海岸、ゴーーーーーーール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

色々な想いは台風と共に過ぎ去り、未来へとつながる熱い夏が終わった。 

 

応援ありがとうございました。 

 

 

 


