爽快な高原ジョギングと
辛く苦しい山岳耐久競走
山を走ることは、山岳信仰や宗教と結びつき、古くから日本の文
化としてあった。しかし、スポーツとしての山を走る行為、トレイ
ルランニングはわずか十数年の歴史しかない。 その過程を内側か

「キャプテン翼」に憧れるサッカー小僧の石
口湖に訪ねる。木村に多くの情報をもたらさ

スの先人、アウトドアズマンの木村東吉を河

撮影／藤巻 翔

川は小学校 年生にして〈読売クラブ＝東京

イラスト／中村知史

ら見続けてきた内坂庸夫さんが、日本トレランの歴史をひもとく。
文／内坂庸夫 （雑誌編集者）

辺境 の 冒 険 に 憧 れ た 大 学 生 、
屈辱 か ら 立 ち 上 が っ た 県 庁 職 員

うちさか・つねお

ヴェルディの前身〉のユースに入団、中学で
海を走ってしまう。ここにアドべンチャーレ

れ、誘われるままに一緒に富士山青木ヶ原樹

こう。石川弘樹と鏑木毅、そして雑誌『ター

悪もない。そのなかのひとつと思っていただ

100通りの考えと記憶と記録がある、良も

でも大活躍、ゆくゆくは実業団…のはずが、

た。高校ではインターハイにも出場し、大学

ディフェンダーとして東京都選抜にも選ばれ

らいだ、体力と足の速さでは誰にも負けない。

定の ㎏のウェイトを背負い、山を駆ける快

ての山岳レースをフィニッシュしている。規

ウトドアに魅了される 年の秋である。

ザン』がなかったら、日本のトレイルラニン

同じ 年秋。 歳の鏑木毅は生まれて初め

97

に通ううちにその店でバイトを始める。

ぶのは当然だろう。レゲエに目覚め、クラブ

失意の若者が先輩に連れられ、夜の街に遊
った。以来この大会を 連覇してゆく。

杯登山競争大会〉に初出場、初優勝してしま

群馬の登山家、山田昇の名を冠した〈山田昇

28

年生で箱根の往路復路ともに総合優勝を果

無理を重ね、ついに腰を痛めて走れなくなっ

合わない、さらにハードな自主トレが必要だ。

ことがあるかもしれない。

で走る石川弘樹を
（あるいはその写真を）
見た

からのトレイルランナーなら、ドレッドヘア

エ・ミュージックに夢中になっていた。古く

取りながら、どこまでも続く砂漠の道を見つ

イフをタイヤに押し当てて、ばりばりこそぎ

てタイヤに巻きついてしまうほどの灼熱。ナ

トルの水がお湯になり、アスファルトが溶け

いと思うのだ。日本でのアドベンチャーレー

エ石川はその過酷な冒険レースをやってみた

ゴロワーズ」の存在を教えてもらうや、レゲ

世界一のアドベンチャーレース、
「レイド・

ここから話は急転直下。その店のお客から

プとして認められる、といった風潮もあった。

めにこれに優勝することで初めて日本のトッ

しで走り続けるレースはなかった。それがた

いわけにはいかない。当時は ㎞も昼夜を通

には、課せられたトレーニングだけでは間に

かの部員より一段高いレギュラーの座を保つ

学競走部に入る。喜びはつかの間だった。ほ

の速い鏑木毅は箱根駅伝に憧れた。早稲田大

少年石川はサッカーを選んだが、同じく足

る石川弘樹はこのときまだ大学 年生。レゲ

1

97

10

てしまう。走れない部員は退部するしかない。

のちにトレイルラニングの伝道師と言われ

最初の 歩を進めている。

の つはそれぞれの存在を知らないままに、

すべては1997年に始まる。この年、そ

感に思わず大きな声を上げていた。手前で

ーサーへの決意が固まる、サッカー小僧がア

ジュニアユースへ。なんたって小学 年生に
して皇居 周 ㎞を 分 秒で駆けているく

5

入学後すぐにケガをしてレギュラーをはずさ

28

グは今のようにはなっていなかった。

18

人抜き、そのままゲートを駆け抜ける。地元

1

れ、サッカーへの情熱を失ってしまう。

100人のトレイルランナーがいるなら

6

5

この大会は、まさに日本の山岳スポーツ文

ルレースがあった、生まれて初めてのトレイ

市が開催されていた。特別イベントで マイ

旅は続く。ソルトレイクでアウトドア見本

体育大会（国体）の正式競技種目に「山を走る

るだろうが、さらなる摩訶不思議。日本国民

を走る競技」を主催するのか不思議に思われ

京都山岳連盟だ。
なぜ山登りの団体組織が
「山

ース〉というタイトルだけど、主催運営は東

化を代表する大会だろう。
〈日本山岳耐久レ

挫折の鏑木は群馬県庁職員となり、自暴自
ルレースに出場した石川は驚いた。アドベン

め、石川は自分に叫んでいた。

棄のままに体重を ㎏にまで増やしてしまう。
チャーレースの移動手段である「山を走るこ

競技」
がある
（正確には 年まであった）
。

「これだよ、これがしたかったんだよ」

ある日、地元上毛新聞にくだんの
〈山田昇杯〉
と」が、アメリカではそれだけでレースにな

たした同期生はキラ星のエリート選手、鏑木

の告知記事が載っていた。ん？ なぜか理由
っている。トレイルラニングの気持ちよさ、

は途中脱落、負け犬のレッテルを貼られて故

はわからない。その記事が目に留まり、その

まう。帰国して
〈日本山岳耐久レース〉
に出場

面白さ、そしてかっこよさを痛烈に感じてし

行などのいわゆる山行全般を競うもの、あの

踏査種目（天気図作成、設営、料理、整列歩

国体の山岳競技は登攀種目
（クライミング）
、

ながら鏑木は思った。

年の暮れ。石川は
『ターザン』
の読者チー

つ で 構 成 さ れ て い た。

山本健一はインターハイで優勝している ）
、

を落として棄権するのだ（続く 年はライト
の電池切れで 位）
。

「山を走る競技」
はその つ目の縦走競技、規

そして縦走競技の

し ㎞地点で 位、その後コンタクトレンズ

屈辱と落胆は、トレイルラニングの大きなエ

99

ム、
〈チーム・ターザン〉
として初のフルマラ

うに山を走ることは、山を登るための鍛錬で

走るもの。鏑木初出場の
〈山田昇杯〉
にあるよ

定のウェイトを背負い、定められたコースを

ソンでホノルルを 時間 分で駆け抜けたあ
と、表舞台には現れない。日本最強のアドベ

あった。実業団ランナーたちがトレーニング

国自慢比べに起因する。なにかと不利な山国

という一都、一道、二府、四十三県おらがお

そもそも山登りを競技にする不思議は国体

のために山を走るのと同じだ。

年後、アドベンチャーレースにひと区切
耐久レース〉
に華々しくカムバック。 年、

フリスビーだって国体競技になってしまうの

するのだ、という体育会的安直な発想もある。

なにそれ？

年も前で

スを案内している。
『ターザン』 万読者は驚
いた。山を走る

17

来ない。

走っていた。コヨーテがばたばたと倒れ、ボ

外旅行。マウンテンバイクでモハーベ砂漠を

弘樹は忙しい。夏休み、生まれて初めての海

木村東吉と樹海を走った翌年、 年の石川
98

03

02

03
競走〉
を 連勝している。
かたや
〈耐久レース〉

02

さて、この
〈日本山岳耐久レース〉
に触れな

山岳競技で勝つための鍛錬と
カリフォルニアのトレラン

の雄、かたや
〈富士〉
の豪であった。

2

4

ある、早すぎた。まだ日本にトレランの朝は

?!

30

6

そして、東京都は山国ではない。山岳競技

多くの人は知らない。

元出身県を代表する国体選手であったことを

いた、静岡県には望月将悟がいた。彼らが地

弟子の松本大がいた、山梨県には小川壮太が

その縦走種目。群馬県には鏑木毅がいた、

だから。

また、競技にすればそのスポーツは普及発展
年、ともに大会記録を更新しての優勝だ。奇

りをつけて帰ってきた石川弘樹は〈日本山岳

田中正人。装備、走り方、マナーなどを説明

しくも同じ 年、 年に鏑木毅は〈富士登山

は、この山の競技は起死回生の種目であろう。

海外レースに参戦、辺境の地を巡るのである。

宰する
〈イーストウインド〉
のメンバーになり

ンチャーレース･チーム、あの田中正人が主

47

ネルギーになっていった。

〈富士 登 山 競 走 〉 の 豪 傑 、
〈日本 山 岳 耐 久 レ ー ス 〉 の 英 雄
『ターザン』
は２６
そして同じ 年冬。雑誌
９号で、日本で初めてトレイルラニングなる
ものをエクササイズとして提案している。監
〈日本山岳耐久レース〉
の覇者
修は 年第 回

2

翌日から鏑木は山を走る。舗装路で受けた

「これだ、オレのやりたいことはこれだあ」

5

郷に帰ることになる。

山岳レースとやらに出てみたい。

80

初めての山岳レースのゴールテープを切り

08

3

10

2

3

42

98
3

97

1

し、関東に つ、関西に つのおすすめコー

93

126
127

「ポパイ」
「オリーブ」
「ターザン」といつも
いまどきの雑誌を作り、
その内容のままに日々
を過ごす。
いまは
〈チー
ム・ターザン〉なる遊
び仲間を結成し、世界
一のトレイルレースに
挑んでいる

71

3

7

1

3

4

1997
1998
2001

には不利である。とはいえ登山人口は多い、
「パタゴニア」
広く普及させてゆく。 年から

そのトレイルラニング文化を日本に持ち帰り、
駐めた短パンとTシャツ姿の男女、それぞれ

ポイントマグー州立公園の駐車場にクルマを

選手は山登りの人々。大きなザックを背負い、

岳耐久レース〉が生まれた。なので、当初の

年奥多摩・武蔵五日市を起点終点に〈日本山

むろん、現在も行っている。日本全国いった

だ。まさに草の根トレラン伝道活動そのもの。

を設定し、参加者の先頭に立って走るツアー

トレイルを下調べし、石川ならではのコース

トレイル〉を始めたのだ。これは石川自身が

と「パワースポーツ」の協力を得て〈ハッピー

カ月先も雨の降る心配はない。トレイルは平

ルニア西海岸、気候は温暖、今日も明日も

ってゆく。全行程 時間くらいか。カリフォ

りと回って、先ほどの駐車場目ざして駆け下

望台でちょっと休憩、 ㎞ほどの尾根をぐる

を上がってゆく。眼下に太平洋を見下ろす展

片手にボトルひとつ。大きな犬を連れて稜線

と

中には健脚もいるだろう。選手発掘、育成の

寝袋やコンロ持参、途中で仮眠や自炊は当た
いどれだけの人が彼と一緒に走ったのだろう。

ための大会を作ろうではないか。かくして

㎞という長い距離にもかかわらず、エイド

り前だった。また、縦走種目という出自から、

い（主催者による水の提供は カ所、天然の

ステーションなるものはいっさい設置されな
年の〈ハッピー ･トレイル〉の開始にタイ

ドベンチャーレースの活動を連載していたが、

『ターザン』はそれまで、読者代表によるア
ない。彼らのトレランは犬の散歩、高原のジ

彼の地では山を走るのに何ひとつ装備はいら

坦、しかも道は迷いようがない。そうなのだ、

水場は カ所）
。すべてのエネルギーを持参
携帯しなくてはならない。

ミングを合わせるように、トレイルコースガ
の中がいい。それだけのこと。

ョギングだ。どうせ走るなら舗装路より自然

もそもアドベンチャーレースに夢中になった

石川弘樹は、その足を海外に向けてゆく。そ

の海外版、カリフォルニア・ヴェンチュラへ

号を記念して 年には〈ハッピー ･トレイル〉

え、いまなお連載中である。また創刊500

介したトレイルは国内外合わせて100を越

最初で最後の〈ハコネ〉
、しかし
〈ハコネ〉はただでは死なない

イドを月 回、毎号連載し始める。以来、紹

のも
「いろいろな所に行ってみたい」
からであ
話を戻そう。 年、ヴェンチュラから戻っ
た石川が
〈斑尾フォレスト・トレイルズ K〉
催運営は
「走らない人」
が行っていた。自治体

をプロデュースするまで、それまで大会の開

のためのイベントであって、走る選手のこと

のトレイルを石川の案内で走り、日本のそれ

そろそろお気づきだろう。文頭からすべて

は選手が選手のために作っ
この
〈斑尾 K〉

を大事に考えたレースなど皆無に等しかっ

ることに。理由は簡単だ、石川が伝える北米

日本語の「トレイルランニング」ではなく「ト

とのあまりの違いに愕然とする。そーかー、

ザ･ベア）
を完走し、
〈ロッキーマウンテンス
そして何より素晴らしい、 年に〈グラン

ラム〉
を獲得した。

形、気象、人々の生活文化があって自然発生

ところで楽しむのがいちばん。その土地の地

ドアの遊び、スポーツはそれが生まれ育った

ちょっと脱線するけどいいかな？ アウト

の高い大会となっていった。また、第 回大

って過ごす楽しいイベントでもあり、女子率

尾〉は豊かな自然の奥深くを仲間と一緒に走

とっては苦しくない、
つらくないレース。
〈斑

もいいレースの先駆けでもあった。初心者に

た日本最初の大会であり、同時に競わなくて

し育ったものだからだ。たとえば、湘南での

のトレイルラニングが素晴らしいからだ。

年にすべて完走した者に与えられえる名誉だ。
会から自然環境の保全を訴求し、大会前日に

ドヴィル、 月ワサッチ・フロント）を同一

ン・ステイツ、 月ヴァーモント、 月リー

しかも石川は合計タイム 時間 分、その年
は選手やスタッフで植樹を行っている。

むろん カ月連続、日本から飛行機に乗り、
ェンチュラから太平洋に沿って 分ほど南、

朝 時、晴天、微風。カリフォルニア・ヴ

サーフィンを偽物とは言わないが、南太平洋

の有資格者 人の中での総合 位でもあった。

石川はアメリカにレースに行くだけでなく、

クルマを走らせての参戦である。

年は日本におけるUTMB元年。
〈ザ・

ノース・フェイス〉
の三浦務は後悔していた。

コースレイアウト。北米のレースのように高
低差の少ない
「走れる」
コースで、同時に国内
奴らをとんでもないレースに出してしまった。

年に石川は
〈信越五岳100㎞〉
（現在は

1

110㎞）を作る。それはそれは素晴らしい

いてもらいたい。実は石川弘樹は 年に、な
にひとつサポートなしで出場している、そし
て 位。たいしたもんじゃないか。

毎年掲載され、国内のトレイルランナーに伝

鏑木毅の壮絶なドキュメントは、サポート

を繰り広げた横山峰弘、そして佐藤浩巳。日

〈耐久レース〉
で鏑木と死闘
瀬ちがや。 年の

年は歓喜の年。鏑木が 位に、 位に盟

ットは多くの人の知るところとなる。

マンによる、手に汗を、目に涙を誘う熱いカ

る、と。同時に柏倉陽介、藤巻翔らのカメラ

の三浦と行動をともにする雑誌
『ターザン』
に

月

年

その頃、鏑木毅は競技者として国内のレー
を優勝してしまう。女子
〈OSJハコネ K〉
ランではまったく歯が立たない、惨敗。お話
国内でもっとも過酷な山岳レースと言われ

にならないのだ。
る〈トランス・ジャパンアルプス＝富山湾か

の優勝は間瀬ちがや。箱根という日本を代表
の低かったトレイルラニングのレースを開催

する国際的な観光地で、まだまだ社会的認知
したことは大変な快挙であった。マンネリ化
ちがやでさえ、あまりの疲労困憊にコース途

ら駿河湾まで列島横断〉 年総合優勝の間瀬

友横山峰弘が、そして 位に初出場の山本健

6

05

した箱根町の新しい集客のきっかけになり得

3

07

得るはずであったが、役人にとって新奇は異

ものの見事に葬り去られてしまった。 回目

自然保護、環境保全という錦の御旗のもとに

様であり、見知らぬものは受け入れたくない。

すら、コース半ばにして全身痙攣、途中棄権

０㎞や３００㎞走ることが当たり前の彼らで

ある横山と佐藤、 日や 日不眠不休で２０

中で昏睡する。アドベンチャーレーサーでも

まりに有名な
「激走モンブラン」
。かくしてト

合放送とBSでオンエアした、タイトルはあ

ッシュまでを貼りつきで取材したNHKが総

グ、そして現地で鏑木のスタートからフィニ

一が入賞した。レース前の日々のトレーニン

10

50

「箱根の山道を集団で走ってはいけない」と、

06

09

4

スを総ナメにしていった。そして

えられた。トレイルラニングは感動の旅であ

その年の 月のハコネで優勝した鏑木毅、間

09

8

本のトレイル界トップの 人が、このモンブ

いる。

05

30

22

1

初のドロップバッグとペーサー制度を設けて

07

11

5

5

13

8

の島で行うそれのほうがはるかに楽しい。

ドスラム〉を達成。米国でもっとも伝統のあ

た。

石川はアメリカの100マイルレースに積
100マイルレースのうちの つ（ハードロ

5

ック、リードヴィル、ワサッチ・フロント、

4

07

る つの100マイルレース（ 月ウエスタ

50

04

87

9

7

6

レイルラニング」と英語発音通りに表してい

極的に出場してゆく。 年には規定の つの

者ランナー 数名は典型的なカリフォルニア

の読者ツアーを企画する。ごくごく普通の読

07

や観光協会による金集め、客集め、地域活性

見知らぬ人に出会えるレースを走りたい。

スに繰り返し出場するより、見知らぬ土地で

り、トレイルレースはその延長だ。同じレー

さてさて、その
〈耐久レース〉
に 連勝した

05

1

これがトレイルラニングなんだ！

50
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20

07

2

3

4

しかし、
〈ハコネ〉
はただでは死なない。い

ぎれ、一歩ごとにジャブジャブ音がしたとい

走するが、レース終盤は下肢の毛細血管がち

となった。かろうじて鏑木だけがなんとか完

努力のウルトラ極限レースとして、一億総国

はなく、犬の散歩でもなく、艱難辛苦、奮闘

レイルラニングは、爽快な朝のジョギングで

はない。最初で最後の
〈ハコネ〉
であった。
や
〈ハコネ〉
の快挙はその後にある。その大会

民の知られるところとなったのである。

後悔しつつも三浦はいささかの手応えを感

思う。 年〈ウルトラトレイル・マウントフ

ルレースの素晴らしさを国内で実現したいと

木が 位で帰ってきたことだ。

とがないという全身の痛みと闘いながら、鏑

じていた。生涯こんなに苦しい思いをしたこ

鏑木はUTMBの見事な運営と100マイ

うからすさまじい。車椅子に乗っての帰国で

最高峰レースへ挑戦は、この
〈ハコネ〉
から始
まるのだ。

翌日の表彰式、鏑木は悲鳴を上げるカラダ
を支えながら壇上を見ていた。
「来年は絶対

わる）
は、もとから存在する
「モンブラン山系

とまわりするUTMB168㎞（毎年少し変

ヨーロッパ大陸最高峰モンブラン山系をひ

年のUTMBのことを考えていた。

三浦も互いに口には出さなかったが、もう来

そこに立たせてやろうじゃないか」
。鏑木も

てある。三浦も同じ思い「よおし、鏑木をあ

にあの舞台に上がってやる」顔にはそう書い

の景色を楽しむ」トレッキングコースをその

鏑木毅のUTMB物語。 年初出場 位、
07

12

年 位、 年 位、 年荒天・途中大会中
12 3

10

ままをなぞっている。ガイドを頼み、山小屋

09

7

や麓の町のホテルに泊まりながら 週間から

11 4

位。それぞれにドラマがあるのだが知ってお

10

08

止、 年 位、 年荒天・コース変更短縮

鏑木毅の UTMB 挑戦のきっかけとなった 07 年 OSJ
ハコネ 50K

いていた。鏑木毅の 年から 年に渡る世界

あった。

4

の勝者には〈ウルトラトレイル・デュ・モン

3

ブラン＝UTMB〉へ招待、という副賞がつ

2

46

1

日をかけて楽しむ絶景の旅を、制限 時間

のうちに巡るのである。

12

12

メデ ィ ア が 伝 え た 艱 難 辛 苦 、
誰も が 大 泣 き す る 欧 州 一 の レ ー ス
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ならではの地形を反映したハードなレースで

ともあれ、世界のどこにも類も見ない、日本

テクニカルなトレイルが悩ましいところか。

ってはどこまでも続く上り下りの繰り返しと、

とってはロード区間が多く、北米の選手にと

ジ＝UTMF〉が開催された。欧州の選手に

たこっちゃねえや、とビュンと脇を駆け抜け

たはそうしているだろうか。それとも、知っ

り脇を通り、ありがとうと言えばいい。あな

てもらえばいい。道を譲ってくれたらゆっく

さざるを得ないときは、ひと声かけて気づい

い。狭い道なら譲ればいい。後ろから追い越

やなに難しいことではない、挨拶をすればい

くし、仲間に入れてもらうべきであろう。い

リー上限は、メインの 周UTMB168㎞

対して今年のモンブランUTMBのエント

然環境への影響を考慮してだ。

場選手の上限はおよそ500人。もちろん自

いの広い国土でありながら、多くの場合、出

しい。

ラン禁止の声が上がると、それを覆すのは難
北米の100マイルレース、あきれるくら

あることは間違いない。地の利を生かすこと

そして、レースに参加する人が増えている

るバカモノだろうか？

のできる国内の選手が、毎年どうしてこれほ
どに差をつけられてしまうのか？ トップを
狙いたいなら、この日本独特の100マイル

が2300人、 周の後ろ半分のCCC10
㎞が1900人、前の半分のTDS119

㎞は1200人。なんとまあ、世界各国か

㎞は1600人、今年新たに加わったOCC

最後に。
マーキングがされている。飲み物も食べ物も

では地図を読む必要がない、親切ていねいな

らし集団で走るのだ。さらにUTMBコース

トレッキングコースを、日を変え、時刻をず

ら集まった7000人もの選手が、あの絶景

だけで、山を走ることが好きな人がそれほど

1997年にその種が蒔かれ、国内最大規

の大外の290㎞をまわるPTLというチー
ムレースもあって、これは最大１００チーム、

コース途中に用意してある。コトが起きても
レースは遊園地の乗り物、参加費さえ払え

かくしてサポーター、家族、さらに大会関

合計200 〜 300人だ。
係のスポーツブランド各社スタッフを合わせ

ば間違いなく楽しい思い
〈苦しいかも）
ができ

ると総数 万5000人にも及ぶだろう、彼

る。たまたま会場が山であるだけ、頭の中は
街のマラソンレースに参加するのと何ひとつ

色か、と言えば決してそうではない、むしろ

変わらない。だから地図を読めないし読まな

ブランで過ごす。このレースはフランス、イ

らはシャモニを起点に最低でも 日間をモン

問題だらけだ。

い。観天望気も知らない。山のルールもマナ

ず、政治、ビジネスどんな集まりでも少数な

ーの低下につながっていく。スポーツに限ら

トレイルランナーの増加は、モラル、マナ

はそんなバカモノのひとりだろうか？

をしろよ、と。そんな選手が増えた、あなた

って転んで文句を言う、ちゃんとコース整備

いにする、なぜ大会を決行するのだ、と。滑

らしい大会ゆえなのだが。

スでもある。世界中の選手を呼び込める素晴

タリア、スイス カ国をまたぐビッグビジネ

発展 普 及 は バ カ モ ノ 増 加 で も あ る 、
あな た は ど っ ち の ラ ン ナ ー だ ？

ーもわからない。雨に降られると主催者のせ

ら意思疎通が簡単で温度差も少ない、間違い

10

1

本社会に認知されたとしよう。この先はバラ

模の100マイルレースが開催され成功した

増えているわけではないという事実。レース

1

2012年をもって、トレイルラニングが日

レースのためのトレーニングとその戦略を本

1

スタッフに言えば助けてもらえる。

気で考える時期だと思うのだが。

0
50

の修正もたやすい。けれど、数が増えれば愚

もうひとつ。特にトレイルレースは山を集

こら中の山にトレラン禁止の看板がおっ立つ

舞いを環境クレーマーにつけ込まれたら、そ

のか。少なくとも昨今のバカモノたちの振る

ーケットは縮小し、トレランはつまんないも

団で走る、という行為ゆえにいくらこちらで

のになってゆく。バカモノたちの愚の巻き添

対策を整えていても、環境保護を唱える人々、

に向けて互いに歩み寄ることもできようが、

えを喰っていいのか？ あなたがほんとうに

も混じる、自浄作用も働きにくい。数が増え

山の先人、住人たちとのトラブルは当初か

相手が感情的なクレーマーである場合は、な

山を走ることが好きなら、のんきに山を走っ

るということはバカモノが増えるということ

ら懸念されていたこと。日本の山は小さい、

かなかわかり合えることができない。しかも

ことは間違いない。大きなレースほど中止に

ハイカーも観光客も犬を連れたお姉さんもみ

今の世の中、環境保全、自然保護はなにより

追いやられるだろう。スポンサーは降り、マ

な同じ道を使う、共有しなくてはならない。

ている場合ではない、いま本気でそう思う。

団体から環境破壊のレッテルを貼られやすい。

だから新参者、あとからやって来たトレイル

も優先される錦の御旗である。ひとたびトレ

科学的根拠に基づいての訴えであれば、解決

ランナーは先輩たちに敬意を払い、礼儀を尽

でもある。

振り返って、日本のトレランはどこに進む

3
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