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☆  秋の合宿   赤れんがの舞鶴  ☆ 

9月 30日（土）から 10月 1 日（日） 

旅館「銀水閣」（西舞鶴）  参加 18名（日帰りを含む） 

 

晴れ女と晴れ男が大集合。 

5号棟カフェのカレーは高くて、不味かった。 

 

富士山はどこに

でもある。 

建部山 

（丹後富士） 

 

 

「光の湯」は、広々としてゆったりできた。 

ハンドルキーパーさん、ありがとう。 

                     登り坂はしんどかったけど、雲海が見れてよかった。 

☆ 大会に参加して ☆ 

7 月 28 日（金）富士登山競争 山頂コース 

横尾祐郁 タイム 3 時間 36 分 55 秒 

 市民ランナーのグランドスラムといわれる、フルマラソンサブスリー、ウルトラマラソンサブ 10、そ

して富士登山競争完走。ほとんど日帰りできる大会しか出場しない私がこの大会に挑戦しようと思った

きっかけは、走汗 479 号では NHK BSのランスマだと書いたが、実はそれよりずっと前の 5－6 年前、

当時ご近所さんだった 2 時間 40 分台のサブスリーランナーS さんの何気ない一言がそもそもの始まり
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だった。この大会がどれだけ大変か全く分からなかった私に、軽く「フル走れたら完走できますよ」と。

「エッ」そんなものなのか。その日からグランドスラム達成は私の目標になっていた。そして、自分の

年齢が徐々に 50 に近づいてくるにつれ、そろそろ達成しておきたいという気持ちが高まってきた。た

だ、今の規定ではいきなり山頂コースに出場することはできない。まずは 5 合目コース（富士吉田市役

所～5 合目間、15 キロ）で 2 時間 15 分以内にゴールしなければならない。15 キロだし何とかなるだろ

うという気持ちで特に準備することなく昨年は出場した。 

 そして、今年。いよいよ山頂コース。私は 1 年前からスタート地点の富士吉田市役所に徒歩で行ける

ホステル（ベットのみの簡易宿泊所）を予約していた。昨年、宿泊所を確保するのにとても苦労したか

らだ。次にエントリーだ。エントリーするためにはクリック合戦を制する必要がある。エントリー開始

時間にクリック！待つこと 30 分。なんとかエントリーできた！そしてすぐにエントリーは締め切られ

ていた。2500 名があっという間にエントリーしたわけだ。これが 3 月 21 日。練習はと言えばとにかく

登り坂の練習をしなければならない。3 月の篠山 ABC マラソン終了後はこの大会に向け、自宅や職場

周辺の坂という坂をほとんど走ったのではないか。鯖街道も

その一環としての位置づけだった。鯖街道では運よく 6 位入

賞し、それにある程度満足している自分がいた。富士登山は

鯖街道の半分の距離だ。何とかなるのではないか。そんな気

持ちにもなっていた。しかし、大会要項が 6 月頃に郵送され

てきて、私のそのような甘い気持ちは打ち砕かれた。私はそ

の郵送物に封入されていたあるチラシの写真に衝撃を受けた。

レース中の岩登りの写真だった。私は富士山に登ったことは

ない。まさかこのようなところがあるとは！坂を走るだけの

練習ではダメだ。私は練習プランを変更し、スクワットや階

段登りを取り入れ、5 合目以降のランではなく登山に少しでも

効果がありそうな練習を取り入れた。スクワットは人目も気

にせず電車の待ち時間に駅のホームでやったり、階段登りは

自宅マンションの最上階 18階まで片足 2キロのウエイトをつ

けて 10～15 往復したりした。ウエイトをつけての階段練習は

あの三浦雄一郎さんのトレーニングだ。三浦さんは足には（片

足）5 キロのウエイトを装着し、30 キロのザックを背負って歩くそうだ。もっとも私の場合、マンショ

ン内で中年男性がハーハー言いながら階段を昇り降りする時間帯は限られる。低層階のマンション住民

がよく利用する午前中は避けたほうが無難だ。目撃されたら変人扱いされるだろう。結局、週末の午後

に何度か実施しただけだった。 

 初めてのレースはとかく不安を伴う。今回の不安はなんといっても空気の薄さや山頂付近の寒さだ。

空気が薄い中でも自分の体は動いてくれるのか。昨年のように寒かったらどうしよう。もう一つの不安

は膝だ。登りだけのコースのため、どれだけ私の膝がもってくれるのか。毎回この膝の不安も大きい。

痛くなり出すともう走れなくなる。実際、レース 2 週間前の日曜練習会でも帰りのジョグ中に膝が痛み

出し、痛さのあまり走れなくなったこともあった。このように不安を抱えながらついに出発の日を迎え

た。 

7 月 27 日（木）、いよいよ出発の日である。9 時 58 分京都発のひかりで三島まで行き、今回は在来線
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で御殿場まで行ってそこから路線バスに乗った。天気は昨年同様、曇り。路線バスなので、のんびりと

富士山を探しながら乗っていたのだが結局全く見えないまま、富士山駅へ 15 時ごろ到着。昨年はバス

から降りた瞬間、寒かったが、今回はそうでもなかった。ただ、京都と比較するとかなり涼しい。昨年

は天候が悪く、山頂コースは、五合目までに変更になったので、とにかく翌日の天気予報ばかりスマホ

で確認していた。駅から徒歩で宿泊先のホステルへ向かった。ホステルの宿泊客はランナーばかり。初

めて 5 合目に挑戦する若者もいれば、10 年連続山頂コースに出場し続けている 56 歳のおっちゃん、そ

して、どう見ても 70 歳前後に見える山頂コースに挑戦するおじいちゃん、熊本から来たというおっち

ゃん、身長 185cm 超の大柄のアジア系の外国人などなど。ホステルのため、宿泊客は共有スペースの

居間で過ごすことが多く、みんなマラソン談議に花を咲かせていた。やはり皆、天候が気になっていた

が、レース経験のある宿泊者が、大丈夫だろうというので多少安心した。私はこうしたランナーたちと

の雑談でレース前の緊張がほぐれ、レースの情報も得ることができた。トイレでは 200 円、山小屋で買

うペットボトルは 500 円ほどするので、小銭が必要なこと。山頂では体を冷やさないよう何か着るもの

をもっていった方がよいこと、下山時には砂埃を吸い込まないようマスクが必要なこと等々。当日バタ

バタしたくないので、この前日にやれることはすべて準備した。小銭、マスク、登頂後に着るビニール

袋（薄いカッパはウエストポーチに入らなかった）、準備完了だ。あとは寝るだけ。ラッキーなことに

同部屋にはいびきをかく人はいなかった。ただ、この日は全く走っておらず疲労もないため、なかなか

寝付けなかった。 

 そして、レース当日。3 時に起床。私が一番の早起きであった。7 時スタートのため、3 時間半前に

は食事を済ませておきたかった。次に起きたのが大柄のアジア人。驚いたことに彼はおもむろにコーヒ

ーを飲んだあと、ホステルに置いてある宿泊客が自由に食べてよいお菓子ケースから煎餅を 1 枚取り出

し食べ始めた。それだけ？何か他に食べないのか？不思議に思いながら私は前日コンビニで買っておい

たおにぎりと菓子パンを食べ、身支度を整えた。しかしまだ時間はある。相当迷ったのが、圧迫タイツ

とスマホだ。鯖街道マラソンの時のように圧迫タイツをはくか、そしてスマホを持っていくかどうかだ。

圧迫タイツについていえば、私の膝は固定しないと痛みが生じる可能性が高い。でもタイツは嫌いだ。

恰好悪いし、走りにくい。最後の最後まで悩んだが、結局タイツをはいていくことにした。スマホは持

っていけばそれだけ重いくなる。私は記念撮影のためにここまで来ているのではない。走るために来て

いるのだ。その 1 秒を削り出すために来ているのだ。少しでも軽い状態で走りたい。しかし、私もかわ

いい子供の親。子供が「写真撮ってきてね」と言っていたことが頭によぎった。よしっ持っていこう！

これでもう迷いはない。そして、5 時ごろ出発。徒歩で 20 分ぐらいだろうか、会場である富士吉田市

役所に 5 時半には着いていた。すでに多くのランナー走りが集まっており、トイレ待ちなどしながら時

間をつぶし、あっという間にスタート 30 分前。A ブロックでスタートを待っているとなんと上述の S

さんがいるではないか。聞くと、ほとんど毎年出場しているのだとか。そこからはこのレースの注意点、

レース後のことなど貴重な情報を得た。その中でも意外だったのが、「レース後の疲労は実は 5 合目コ

ースとそんなに変わらないんですよ。」と。「えっ！うそでしょう。時間は倍ぐらい違うではないですか。」

「でも後半は走らないから疲労はあまり残らないんです。」にわかには信じられなかった。私の中では

今回のレースはフルマラソン並み、もしくはそれ以上のものだという認識だった。とにかく 5 合目まで

が勝負だということは分かった。そして Sさん曰く、「最初はダッシュですよ。」富士吉田市役所から約

200－300m だけが平坦な道である。そこを左に曲がったら最後、富士山山頂まで登り坂なのだ。私は

とても S さんにはついていけないことは分かっていたので、自分のペースで走ることにしていた。時間
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で言えば 5 合目までのタイムの倍ぐらいで走るというか体を動かす必要がある。最初からとばし過ぎて

はどこまで体がもつか分からない。不安と言えば、山頂あたりの空気の薄さが気になっていた。25 年ほ

ど前、アフリカ最高峰のキリマンジャロ（5895m）に登った時もちょうど 4000m 近くから高山病のよ

うな症状が出始めた。今回はそれほど高くはないが、ゆっくり歩いて登るのはわけが違う。体がどう反

応するのか全く分からない。とても不安だった。 

 今回の目標タイムも全く分からない。自分では 4 時間ぐらいかなと思っていたが、S さんの目標は 3

時間半だという。ただ、これまで一度も達成したことはないとも。結局、私は完走することを目標にし

た。5 合目までは頑張って、そこからは流れに身を任せようと。 

 スタートを待っている間は曇り。ただ、昨年のように 5 合目までということはないようだ。出走ラン

ナーでもあり、毎年、開会式でのエール役、かつご自身も今回のランナーである、地元の消防士、宮下

陽平さんが、「昨年は、（五合目までに変更になり）半分悔しくもあり、半分何かホッとしたような気持

ちだったが」と今回の開会式で述べていたが、私の気持ちの中にも 5 合目までにならないかなあという

逃げ出したい気持ちもあった。しかし、今回は山頂までいくしかないことはほぼ確定だ。覚悟を決める

しかない。 

 さあいよいよスタート。7 時に富士吉田市長の号砲でスタートした。しかし、いきなり今回もここで

私の安物の GPS時計がトラブル。スタートの 10 分も前から衛星を探索させていたのにキャッチできな

かった。スタート後はしばらくしたらキャッチできるだろうと思ってそのまま探索させたが、結局キャ

ッチできず、普通の時計として使用するしかなかった。 

さて、レースの話に戻ろう。上述のとおり、スタートから 200－300m フラットな道を走り、左折後

は、住宅や商店が並ぶ 2 キロぐらいの通りだが、勾配がきつい坂だ。実は山頂までのコース（ランがで

きる道）の中で一番きついところからもしれない。そこを過ぎると緩やかな坂となり数十メートルの

木々が立ち並ぶ参道のような道を延々と走る。まずは 10.8 キロ地点の馬返しを目指す。登りなので当

然息は上がる。最近、練習に取り入れている腹呼吸を意識して走る。肺で呼吸をするとハーハーという

音により、それほどスピードが出ていないのに速く走っているような気になってしまい、疲労感を呼び

起こす。それが、腹呼吸を意識すると呼吸の音が気にならないので気持ちも楽に走れるのである。そう

いう意味で昨年より 5 合目まではつらくなかった。 

馬返しまでの途中、当初はるか前方に見えていた S さんだったが、いつの間にか私の数メートル前を

走っていた。登りなので、足元を見ながら走っていたせいかそれまで全く気付かず、意外であった。私

は速くもなく、遅くもなく、自分と同じくらいのランナーと淡々と走っているだけであったのに。お腹

でも痛いのだろうか。私は激励のつもりで、S さんを追い抜く際に「ファイトー」と大きな声をかけた。

山頂まではまだ長い。また抜き返されるかな、いや勝ちたいなどと思いながら走る。馬返しに近づくに

つれ、登りの勾配がきつくなってきたのか、かなり息が上がってきた。そういえば前夜のホステルで 10

年連続出場 56 歳のおっちゃんが言っていた「馬返しの手前からが一番しんどい」という言葉が頭に蘇

った。ああ、ここのことだろう。時間的にももう馬返しに着いてもよさそうな時間だ。馬返しまでくれ

ば多少歩いてもよい。そう思いながら走る。そして馬返し到着。水を飲み、前方を見るとランナーのほ

とんどは走っていた。昨年の 5 合目コースではほとんどのランナーは山道となるここから歩いていたの

に。やはり山頂コースのランナーは違う。選ばれしランナーだ。私も当然ながら走る。しかしこの馬返

しから 5 合目の間から走れない（勾配がきつい）区間が出てくる。私はタイムより順位を意識し、一人

でも多くのランナーを抜くことを心がけた。そうして 5 合目に到着し、電光掲示板を見ると昨年より 3-4
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分ほど速いタイムであった。自分でも驚きだったが、レース後冷静に振り返

ると、昨年はスタートの場所が後ろの方だったので、スタートまで 2－3 分か

かっていたと思う。今回は A ブロック（過去の 5 合目のタイムで決定）の一

番前あたりからスタートしたためロスタイムはほとんどなかった。よって、

ネットタイムでは昨年とさほど変化はなかったのだ。走っている時はそのよ

うなことは頭になく、調子がよいのだと勝手に判断していたのだが、、、。5 合

目から 6 合目の間はまだ走れる区間があるが、歩くことが多くなってくる。

私の周りのランナーはそれでも少しでも勾配が緩やかなところは走る。そして、徐々に木々高さは低く

なり、ついに砂場だけになる。視界が一気に広がり気持ちも何か解放されたように感じた。私は帽子の

つばを 180 度回転させた。はるか前方にはつづら折りの道が見え、ランナーや登山客が登っている。視

界が広がったことで気持ち的にもかなり余裕が出てきた。そして、もう走れる道ではない｡みんな歩い

ている。無理に走らなくてよいのだ（まあ走ってもよいのだが）。このことも気持ちの面で大きい。と

にかくもう歩いて山頂まで行けばいいだけだ。その視界が一気に広がったあたりが 6合目だったと思う。

6 合目に到着すると給水ととともにスタート地点でも配っていたアミノバイタルがここでも配られてい

る。私は持参のジェルを持っていたのでここでは受け取らず先に進む。ここからは砂浜のような足場の

つづら折りの登山道を延々と進む。ハーハー言いながら、それまでは一人でも多くのランナーを抜こう

という気持ちがあったが、もうこの頃になると体力も消耗してきて、とにかく完走できればいいかあ、

という気持ちになっていた。7 合目に近づくにつれ、足場が岩場になってくる。持参した手袋をはめる。

道案内代わりに張られた鎖を持ったり、岩場に手をついたりしながら登っていく。呼吸がさらに激しく

なってくる。7 合目に到着すると山小屋が出現してくる。山小屋の前の平坦な通路、数メートルだけを

走る。多くのランナーがそうしていた。山小屋にはいろいろと販売してあったが、こちらは一秒でも早

く登頂したいという気持ちでどんどん先に進む。ただ、岩場だ。上にいくほど手をつく回数が増えてく

る。7 合目と 8 合目は事前情報では一番時間がかかるところだった。私もその覚悟で登っていたが、思

ったより早く八合目に着けた。ただ、それからが苦しかった。8 合目の標高が 3,360 メートル。フラッ

とする場面が増えてきた。私は過去に 2 度、練習直後に起立性低血圧で失神したことがあり、その時の

状況に極めて似ていた。何かフーっと意識が遠くなっていくような。もし、この岩場から下に落ちたら

大変なことになるなと思いながら、四つん這いになって先を進んだ。ただ、周りは 2 本足で先に進むラ

ンナーが多かったように思う。私は明らかに 8 合目からペースダウンしていた。女子 3 位のランナーに

もこの辺りで抜かれた。8 合目からはところどころに山頂まであと○.○キロ、という表示が出てくる。

地上だとすぐに 1 キロだが、ここでは数百メートル進むのに数十分かかる。距離的にはあとちょっとな

のになかなか山頂は見えてこない。確か山頂あたりに近づくと鳥居が見えるはずだ。しかし曇っている

こともあり、なかなか見えない。そうこうしているうちに女性スタッフから「ここが最後のカーブです。

あと 30 メートルです！」という声が聞こえた。やっとここまできたか！でもそこからも長く感じた。 

そして、やっと山頂らしきところが目に入った。ユーチューブで目にした見覚えのあるところだった。

ここまでくればほぼ平坦な通路だ。最後は走ってゴールしたい。数メートルを走り、ゴールの目の前に

オールスポーツのカメラマンが待ち構えているのが目に入った。そして、ついにゴール！実際には写真

の通り V サインをしているが、この時の記憶はほとんどない。とにかくやっと終わった！もう登らなく

ていい！という気持ちだけだった。私はすぐに「富士山頂上浅間大社奥宮」と彫られた石塔の側での写

真撮影を近くのランナーにお願いし、撮影してもらった。そして、S さんのことが気になり、ゴールで
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待つことにした。するとすぐに S さん

はゴール。お互い健闘を称え合った。

するとゴール直後の S さんから意外な

言葉が。「さあすぐ下りましょう。」私

は多少山頂で登頂の高揚感を味わい、

ラーメン好きとして、富士山山頂のラ

ーメンも食べて下山したかったが、S さ

ん曰く「こんなところにいると体が冷

えて低体温症になってしまいますよ」

私にとって初めての経験のため、しか

も山頂で S さんと再び出会えた貴重な

機会でもあるため、「せっかくなので、

一緒に写真撮って下りましょう」と提案した。S さんも同意し、先ほどの石塔の前に記念撮影のために

5－6 分並び、二人で写真に納まった（ああやっぱりスマホは持ってきておいて本当によかった！）。そ

してすぐに下山した。よって私の初めての富士山山頂滞在時間は 10 分ほどであった。そして、ほんの

数分下っただけで体が冷えてくるのを感じた。私はこの山頂での寒さも気がかりの一つだったので、事

前に大会本部から送られた大会要項に同封の防寒用（富士登山競走のロゴ付き）ビニール袋を持参して

いた。これが重宝した。このビニール袋のお陰で私は体を冷やすことなく下山できた。 

私たちはジョグで砂浜みたいに足が沈む下山道を下りて行った。驚いたことに普通にジョグができる

のだ。登頂まであれほどしんどかったのに下りは軽快にどんどん走れる。しかも運がよかったのは 2－3

日前に大雨が降っていて下山道の土が水を含んでいて砂埃がまったくなかったことだ。通常、下山の際

には、砂埃が舞い、マスクなしではとても苦しいそうだが、今回はそのようなことがなく、走ることが

できた。そして、徐々に体も温まってきた。ただ、昨年の鯖街道ウルトラマラソンから下りが嫌いにな

った私にとってこの下山道の長さには閉口した。下山道はキャタピラーで進む運搬車が登れるように蛇

行しており、それだけ距離が長くなっている。かなり下ったなと思ってもまだ七合目にも着かない。や

っと七合目に到着し、トイレへ。ここではじめて持ってきた現金 200 円を使用した。すぐにジョグで五

合目を目指す。砂場を過ぎれば木々が生えている。この辺りになると足場もよくなり、走りやすくなる。

下山道でなく通常の登山道になり、そしてついに昨年も来た荷物（といってもスーパーのレジ袋；規定

により決まっている）の受取場に到着。1 時間近く走ってきたため、そこで配られていたアミノバイタ

ルのペットボトルを一気に飲み干し、ああやっと帰ってきたという気持ちになった。そこからは昨年と

同じ行程だ。1.5 キロ？遠く離れたバス乗り場まで、また走っていき乗車。どんだけ元気なんだ、我々

は！バスでは、40 分ほどかけて大会本部のある富士北麓公園に。途中大雨が降るところもあったが、着

くころには雲一つない快晴だった。そして、バスから降りた瞬間、暑い！夏の蒸し暑さだ。だが、その

蒸し暑さが懐かしく、うれしかった。本当に地上に帰ってきた、すべてが終わったという気持ちからそ

う感じたのだろう。そこでは屋台など立ち並び、充実感に満ちた表情のランナーたちで溢れていた。こ

こで S さんとは別れ、それぞれ家路についた。京都駅につき、直 Q バスの発車時間まで、いつもなら

セブンイレブンで自分へのご褒美として L サイズのコーヒーを買うのだが、今回は更に気が大きくなっ

ており、タリーズのコーヒーを初めて買ってしまった。悦に入り車内で飲んだのだが、味は分からなか

った。 


