
アイルランドチャレンジ体験記(Ｒａｉｄ ＣＥＬＴＩＱＥ 2006)

 　　 2006/7/24 有馬　一郎

日時 2006年7月7日　～　7月16日　（内、レース期間6日間）

開催地 アイルランド共和国　マンスター地方　西ケリー地区

レース内容 ６ステージ６日間　合計１７４ｋｍ（ネイチャーＲＵＮ）

参加人数 選手２９名（フランス・ドイツ・日本の３カ国），
スタッフ，サポーター，高校生サポーター：約３０名

主催者 Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ Ｒａｉｄ ＆ Ａｖｅｎｔｕｒｅ　　Ｆｒａｎｃｅ

概要
アイルランドの風光明媚な自然の中を自分のペースで思い思いに走る（歩く）レースであり、
基本は大いに楽しむ事にあります。偶数年開催で今回、３回目と成り、日本からは初参加
で３名が挑みました。アイルランド島は北海道とほぼ同じ面積でアイルランド共和国がその
８０％を占め２０％は北アイルランド（Ｕ．Ｋ．）になります。日本との時差はサマータイムで、
－８時間。気候は夏の平均気温が東京と比較して１０度前後低く冬場はあまり変わらない
様で、降水量も春から秋にかけては低くい様ですが１日の内の天候は変わりやすい。
４人のノーベル文学賞受賞作家を擁し、詩人の国とも呼ばれております。
その他、アイルランドといえばギネスビールや競馬史に於ける名馬の産地としても名高い。

レース体験記

7月9日 レース初日のコースはキャンプ地であるAllhiesから沿岸付近を走る７．５Kｍのコースで、緑
〔第１st〕 の絨毯（かなりの起伏ありますが…）から見える海の波飛沫と断崖絶壁の織り成すコントラ

ストが実に美しい。
実は私、初日から波乱含みとなりました。
待ち合わせ場所を間違えた私は、一行と
合流出来ずこの日は未だパリ（ボーベー
空港）におりシャノンへのフライトを待って
おりました。そして何とかシャノンに到着、
入国手続きをクリア。その後、スタッフの
ＶＡＬＥＲＩＥさん（プラカードを持って）と
ＲＩＧＩＳさんが迎えに来てくれ、対面出来た
時は嬉しいと言うより、感動ものでした。
（写真は翌日の第２ステージ終了後、何
とかスタッフにお願いして走しらせてもら
い、撮ったものです。）
何はともあれ、この場で走ることが出来た
事に感謝をかみしめながら…。



第２ステージ終了後、第１ステージである
７．５Ｋｍのコースを案内しながら同行して
頂きましたスタッフのＪＥＡＮ．ＭＡＲＣさん
との終了後のキャンプ地にて２ショット。
この後、その日のミーティングにて、正式
にＴＩＭＥとして認めるとの発表があり、申
し分けない様なうれしい発表でした。
チームジャパン（後にチーム名：ガンバッテ
ジャポンに改名？）にも傷が付かずホッ…。
チームメイトの『シゲノリさん』、『テツさん』
色々ごめんどうをお掛け致しました。
有り難う御座いました。
スタッフの皆さん有り難う御座いました。

7月10日
〔第２st〕 レースは２日目に入り、Ａｌｌｈｉｅｓ周辺の沿岸及び丘陵地の２５ｋｍを走るコース。

この日の天候：午前中曇り、午後からは晴れ、スタート前の８：３０は１７．４℃／８４％
この日、始めて走る私はどんな景色に出会えるのか心躍らせながらスタートを切りました。

スタート約１５分後、キャンプ地に程近い、左は海岸、右は牧場のある緑の丘陵地。いよいよ
エメラルド･グリーンの島本領発揮である。
これから出会える初対面の絶景地点を楽しみにしな
がら……。

あまり遅れをとらないように、「癒し系」の
景色を堪能しながらのＲＵＮ。
道のりは普段、走り慣れているＯＮロードとは違い
起伏に富んだクロスカントリーコースである。
氷河活動の影響を受けた地形であるとされるＶ字型
の渓谷や岩肌が露出したカルスト様地系も見られる。



伸び伸びと放牧されている羊たち…。
肥沃な土地で育った牧草は栄養満点。
見慣れないお客さんにも嫌な顔をせずお出迎え…？

コースは以外にもハードでした。しかし異国の地で初めて
対面する風光明媚な景観に満喫しながら第２ステージ終了。
（いうまでもなくその後、第１ステージも走らせて頂き感謝２…。）

この日の 歩いて１０分と掛からない『パブ』にて本場のアイルランドを代表するＧｕｉｎｎｅｓｓ　Ｂｅｅｒを
ａｆｔｅｒ５ 「ガンバッテ・ジャポン」３人で堪能。日本でもは缶タイプのギネスビールは１度飲んだ事があ

り、とにかく『苦い』と言う印象が強くて、それ以来飲んだ事が有りませんでした。
しかし、何の何の、ホップは効いているものの泡のなんともクリーミーな、注いでから泡が完全
に上がってから又継ぎ足すと言う、注ぎ方にもこだわった口当たりの良いスッキリした味わい
深いビールで、今までの印象は完全に払拭してしまいました。（いくらでも飲めそうです）

7月11日 レースは３日目に入りこの日もキャンプ地を拠点とした今度は山岳地メインの４０ｋｍコース。
〔第３st〕 この日の天候：曇り時々霧雨（アイルランド特有のシャワー）、

スタート前の８：３０は１６．４℃／８２％、動いていないと肌寒い。
毎日違うコースを走るのは走る者を飽きさせない。前半は、がれ場のコース上に上がればそ
こから見たパノラマはガイドブックに紹介されているアイルランドらしい光景である。
写真で見るより遥かに雄大である。

よく見かけた花･････
たぶん西ヨーロッパ原産のジギタ
リス（葉は強心剤の原料）。まち
がっても食さなないように…



レース前半、足を挫かない様に慎重に足元を見ながら…。後ろを振り返ると雄大なパノラマ。
アイルランドらしい光景がその後も続く…………。

〔薄日の差す平地部の村は幻想的〕

〔さらに頂上に上り着くと霧雨で視界が悪い〕 〔ここを降りればようやくキャンプ地である〕

この日の道のりは長く、給水地点が待ち遠しい。高校生たちの熱い声援『ガンバッテ』に
猛チャージ。スタッフ、選手、サポーターの皆さん実にフレンドリーです。「メルシー」
☆チームジャパンも盛り上がりの中、「ガンバッテジャポン」に正式決定。

この日の 前日と同じ『パブ』にてギネスビールを堪能。（やめられません）
ａｆｔｅｒ５



7月12日 レースも後半編、この日の天候：曇り時々霧雨、７：１０の温湿度は１７．５℃／１００％
〔第４st〕 今日は移動日である。この日は早々とテントを撤収、皆で車に乗り込み、Ｋｅｎｍａｒｅ（アイル

ランド初の計画都市と言われ、伝統のケンメア・レースとしても名高い）へ移動、そこで昼食
・ショッピング＆散策。

〔Ｋｅｎｍａｒｅの町並み、カラフルな店が並んでおり市場は大いに賑わっていた。〕
この町から車で少々移動し、そこからスタート、Ｃａｈｅｒｄａｎｉｅｌのキャンプ場までの２５ｋｍ
コース。草薮の入り口を抜けると広がる湿地帯、次のキャンプ地までの１ウェイコースである。

ドンナキャンプ地なんだろうと楽しみにしつつ…。

林の中を抜け、山の尾根を越えると、
そこは紹介写真でも見た印象的な渓谷
。ここを下り特有のスピードに任せ、移
り変わる景色を爽快に走る。走った人
でないと味わえない感触である。

小さな町を抜けると、綺麗な
庭園のような光景が･･･



しかし、油断は大敵……。
足元にはホールが…景色に気をとられ
ていると、足を取られてしまう。
これもネイチャーＲＵＮ、…やってしまっ
た！ひざに激痛が…派手にこけてしま
った私は、しばし、うずくまる…。
気を取り直し、再ＲＵＮ…。

新しいキャンプ地、ゴールした時は既に
晴れわたっていた。トレーラーハウスが

軒並み並び、規模の大きなキャンプ場である。又、ロケーションも最高です。（遠くはＢＥＡＲＡ
半島を望む；最初のキャンプ地Ａｌｌｈｉｅｓある半島）バカンスの季節とあって多くの観光客で賑わ
いを見せておりました。

この日の この日はお約束のパブまでは２ｋｍと離れていて断念。しかし、ここはスタッフの方が釣った魚
ａｆｔｅｒ５ が振舞われ、バーベキュー。釣りたての「鱈？」の塩焼きはなんとも美味である。キャンプの

ならではの醍醐味である。

7月13日 レースも終盤に入り今までで一番長い、ＣａｈｅｒｄａｎｉｅｌからＷａｔｅｒｖｉｌｌｅを含む半島の先端部を
〔第５st〕 回る４４ｋｍのコース。皆さんそろそろ、疲れも出て来ている事でしょうか？

私も昨日、痛めた膝が痛み少々不安…、これもネイチャーＲＵＮ。これから出会える景色に期
待を込めて。この日の天候：晴れ、７：００の温湿度は１２．５℃／８２％（放射冷却で寒め）
今日は暑くなりそうな予感……。殆んど雲が無い快晴である。ここに来て、曇りの中しか走っ
ていないせいか妙に新鮮である。
スタート直後より登り、晴れており、かなり暑い！直ぐ喉が乾く。（携帯ボトルの水は無くなり
エイドが実に待ち遠しい。エイドでは水，フードの補給以外にも熱いエナジーをチャージ
できる、サポーターさん、ご苦労様！ありがとう！Ｍｅｒｃｉ！　）
しかし、キツくても風光明媚な雄大な景色は晴れわたった日にこそなお一層映えて見える。
今日は長くなりそうである…。

もうすぐ、ゴール地点。段々晴
れてきた。、暑くなりそうな気
配。



〔何処までも続くなだらかな上り〕 〔上り付いた所からの眺めは格別！！〕

〔目の覚めるようなブルーの湖に魅せられて 〔絵になりそうな･･････　　　　　　　　　　　　〕
か昨日からの膝の痛みも和らぎ軽快に！〕

〔景色を楽しみながら尾根伝いをひたすら走る
…アイルランドにいる実感が湧いてくる〕

紅白のリボンを目印にひ
たすら走る。



〔ここは牧場の中、よそ者が来る度に快く
その場を開けてくれる？内心；Ｉ’m　sorry 〕

〔ここは本来立っているはずのない場所。
実際は海岸線より少し上がった道から右に
入るはずなのに上がり過ぎてしまい、ずっと
幹線道路を走ってしまいました。やはり変だと
思い、最後に見た紅白のリボンのあった所に
戻り、大きくロス。時間にして２５分…。これも
ネイチャーRUN。より多くの景色を見せて頂い
た。（道成りでも１ｋｍ以上に渡って、リボンが
無い事はないのでその時点で引き返すように
とスタッフよりアドバイス）〕

ようやくゴールしたころはスタートしてから６時間近く経っておりました。今日は正にウルトラマラ
ソンでした。本日の最高気温も２６．４℃と走っている時の体感温度は３０℃といった所でしょう
か？（ゴールした後の１７：１０で２５．９℃／４９％ですごしやすい）

この日の スタッフの方がアイルランドでもポピュラーなベーコンをバーでキューで振舞ってくれた。
ａｆｔｅｒ５ やや厚めで塩っぱいがボリュームが有り汗で相当の塩分を失った身体にはちょうど良い。

久しぶりとあって実に美味しい。缶ビール（当然ギネスビール）も２．５ユーロで分けてもらい
、これも堪能……幸せな気分です。キャンプ生活も今晩が最後、おおいに味わおう！

森の中、暑い日差しを受けな
がらのRUNが続いたのでここ
はオアシスのよう…



7月14日 レースも最終日となりました。今日はディングル半島のDerrymore　strandのスタート地点へ車
〔第６st〕 で移動。ディングルの今晩泊まるユースホステル（最終ゴール）までの３２kmを走るコース。

今日も雲は殆んど無く、暑くなりそうである。
この日の天候：晴れ、６：３０の温湿度は１４．８℃／７２％

スタートして２km過ぎ、心地よい波の音とともに視界
に広がる広大な砂浜そして海と山、リゾートルックに
足取りも軽くなる。足抜きはさほど悪くない。

いよいよ難所のクライミング。
山と湖のコントラスト、私の最も見ていて飽きない癒
しの絶景です。写真だけでは表現しきれない。
画材道具を持ってキャンバスに描きたくなる不思議
な心境です。

ウォータービルにて
第５stの第３チェックポイントで見
逃してしまったチャーリー・チャッ
プリン像。チャップリンがこの町を
訪れたことに由来。スタッフの方
が移動中、車を止めてくれた。



〔山の頂から；今大会ベストシーン〕

合計６ステージ、この日の３２ｋｍを走りきり最終
ゴール。完走できた安堵感ともう少し走りたいとの
思いが交錯した瞬間でした。
この日は腹痛に悩まされ…肉体的には少々辛い
１日でした。これもレース中の１出来事に過ぎず、
ホールに足を取られ、挫いた足を引きずりながら
走ったり、コースアウトしたりと、色々有りましたが
これらもステージレースを走った実感に彩を添え
たスパイスのようなもの。
又、ともにレースを支えたスタッフの方々、裏方で
選手をサポートしてくれたサポーターの方々、共に
レースを盛り上げた選手一同に感謝申し上げます

〔ゴール地点のユースホステル；その佇まい。
、外壁には歴史を感じる〕

〔仮装コスチュームで選手のゴールを迎えてくれた
〔チームガンバッテ･ジャポン：ゴール 高校生サポーター；この若者たちの将来に幸あれ
後の３ショット。をシャボン玉で祝福！ と祈らむ……〕
左から有馬，シゲノリさん，テツさん〕



この日の
ａｆｔｅｒ５

この日の夕食はディングル市街のレストランにてアイルランド料理を堪能。

〔手前からフィッシュ＆ポテト，ムール貝の様な 〔お馴染みのギネス・ビール：クリーミーな泡
？ムラサキ貝の一種のガーリックバター蒸し： の上には「シャムロック」が･･･。（シャムロッ
久しぶりの料理、五臓六腑に染渡る美味さ〕 クは葉が３枚に分かれている植物の総称。

アイルランドの国花；シロツメクサ）〕

〔ディングルの町並み　　　　　　　　　　　　　〕
〔この日合流したシゲノリさんのご夫人と
４人で…日本人だけの会話にどこかホッ
とする〕

桁違いに強いチャンピオン
のBarthes Sergeさんとホテ
ル内にて記念撮影
お互い全力で挑んだ労をわ
かち合った

町のパブの様子
『定番の生演奏！』
どこのパブも気軽に入ること
が出来る。注文したビール
などの品はその場で清算す
るので安心だ。



7月15日 この日の夕刻は別のホテルで夕食と表彰式、それまでは自由行動。
私は町の散策と遠くに見える山の頂の、得体の知れない塔の正体を見ようと繰り出した。

〔ディングル水族館：
エイやヒトデなど触れ合える
コーナーもある
エイの背中は思ったより
「ザラザラ」　〕

〔ホステルから遠く見える得体の知れない塔が･･･実際に近づいてみたものの入り口は鎖が掛けられ
入ることは出来ず。何かの遺跡のようであるが数冊ある観光案内ガイドにも記載されていないため
正体不明〕

〔反対側から見たディングルの町並み〕
ディングルの主な産業は農業と漁業と
言う事ですが観光地として注目されるよ
うになったのは1970年の映画「ライアン
の娘」の舞台として名を馳せた事による
そうです。（私はその映画を見ておりま
せんが…）

〔ディングル湾の生態系の様子がわかる〕



夕刻：夕食をかねた表彰式の様子

〔個人の部男子総合   　　　　　〕 〔個人の部女子総合　　　　　〕
左側　1位：BARTHES Serge  14:44:12 左側　1位：NISSEN Secile  20:47:51
右側　2位：FOISSAC Oliver   16:14:17 右側　2位：NAIL Catherine 40:05:17
真中　3位：NICLOT Alain      18:12:20
（ちなみに私は10位：19:50:22　大きく水をあけられました。）

チームの部、ガンバッテ・ジャポンは7チーム中、6位でした。お疲れ様です。

〔ボランティアで参加している高校生サポーター達によエンディングダンスとコーラス：今大会を
締めくくるに相応しい、演出で盛り上げてくれました。ありがとう！Ｍｅｒｃｉ！　〕

最後に
色々波乱も有りましたが最終的には大いに楽しむ事が出来ました。これも裏方で綿密に
準備をされ、選手たちの健康管理にも気を配り大会を運営されたスタッフ一同、選手達を
献身的にサポートして下さいましたサポーター、高校生サポーター、共に激励し、達成感
をわかち合えたフレンドリーな選手一同に感謝の念を禁じえません。
レース中生活を共にしたシゲノリさん、テツさん、そしてこの大会において、我々の窓口と
して準備、アドバイス頂きましたフリーマンのトモコさん、色々お世話になりました。
色々と有り難う御座いました。


