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2013 年 2 月 24 日 早朝　新宿 東京都庁前にぞくぞくと集まるランナーたちに聞きました。

今の気持ちは？

Thomas Parsha
米国・フィラデルフィア
初めて
緊張しています。初めて
ですから。

Satoko Fukamachi
富山県
初めて
緊張しているし寒いの
で早く走りたいです。

Yasumitsu Ogihara
神奈川県
初めて
パンダの気分です。なので格好も
パンダにしました。世界の平和を
唱えて走ります。

Shinsuke Kinoshita
岐阜県
2 回目
走るのが楽しみです。
カワイイ格好でしょ。

Miki Itabashi
茨城県
3 回目
よさこいチームの応援が
あるので嬉しいです。

Akio Kamosawa
東京都
2 回目
東京マラソンは久し振りな
ので楽しみながら走ります。

Michiko Osato
東京都
2 回目
大勢のランナーと走ると、
気持ちが高揚します。

Koji Morishige
広島県
初めて
歩かないで走りきれ
るか心配です。

Yoshiaki Ogata
日本国
3 回目
走り終えてからのビール
を期待しています。

Kazuo Kyoya
北海道
初めて
今年から世界メジャー
に昇格したのでいい結
果を出したいです。

Shunsuke Kashiwabara
東京都
3 回目
今日は風が強くて寒いです。
まだ、時間ありますよね。

Atsushi Kaneda 
埼玉県
2 回目
大勢の沿道のひとたちか
ら応援されるのは、とて
も嬉しいです。

Masayo Kubo
岡山県
初めて
すごい大きなイベントです
ね。参加できて最高！

Kunihiro Shimada
埼玉県
3 回
230 万人もの沿道の観客がいる
中を走るので感動します。

Neil Cooper
イギリス
初めて
早く走り出さないかな !?

Ryuji Sekiya
大阪府
2 回目
今日は自己記録更新
を目指します！

Christoper Bullock
米国・ミシガン州
初めて
94 回目のフルマラ
ソン。東京の街を眺
めるのに東京マラソ
ンは最高ですね。

Yuki Okamoto
神奈川県・横浜
2 回目
東京マラソンは小さい
頃からの夢。景色を見
ながら走るのが好き。

Yasuo Hayashi
秋田県
2 回目
フルマラソンは最高に楽しいですよ。
毎月大会にエントリーしています。

Samarth Suvajarachai
タイ・バンコク
2 回
楽しいです。最高に幸せ。

Phiroon Phihakendr
タイ・バンコク
初めて
ホリデーな気分！

Tomohiro Kawasaki
Hideto Ueki
Yakumi Hongo
福島県
初めて
先生が選んでくれた。頑張ります！

RUNNINGTOKYO MARATHON START LINE It is pleasant! David Churchill
イギリス・ロンドン
初めて
当選で当たったので

（本当に）飛んでき
ました。スタート前
の雰囲気は最高！

Manabu Ishito
埼玉県
5 年応募して初めて
ゴールの感動を味わ
いたいので、ゴール
に辿り着きたいです。
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2013.2.24. 9:10AM  東京マラソン 2013 スタート！

© 東京マラソン財団
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楽しいランニング RUNNING
It is pleasant! 

J Q R  S P E C I A L

一緒に走ろう！

16 172013 Apr2013 Apr

撮影／高井知哉、内藤サトル　文／ JQR 編集部

ランニングはとても楽しいスポーツだと、最近多くの人が感じているようです。
何しろ 2 月 24 日に開催された「東京マラソン 2013」への応募は 303,450 人。
抽選倍率は約 10.3 倍で、いずれも過去最高だったとか。
“ 走る ” だけと、一見易しそうに思えるランニングですが、
実は意外とハードで、奥が深いスポーツ。
快適に、そして楽しく走るためには、知識と自分に適したギアが必要です。
そこで走るための、ベーシックな情報を集めました。
走ってみたい、もう少し快適に走りたい、という皆さん、
暖かな春の陽気を感じながら、さぁ、一緒に走りましょう！



長距離ランナーは
総じて細身

長年の研究から分かったランニングと健康の関係

ランニングは
カラダにいいって、本当ですか？
撮影／内藤サトル　文／ JQR 編集部

走っている人は誰もが健康的に見えるもの。でも実際、ランニングは身体にいいのだろうか？
そして、いいとしたら、何がいいのだろう？　そんな基本的な質問に、スポーツ医学の専門家
である慶應義塾大学スポーツ医学研究センターの石田浩之准教授が答えてくれました。

　「運動と健康に関する研究は
1960 年代から世界中で行われ
ていて、運動習慣があると総じ
て長生き、という結果は一致し
ています」
　こう語るのは、慶應義塾大学
スポーツ医学研究センターの石
田浩之准教授だ。運動によるエ
ネルギー消費量が増えることに
よって、いいことがいろいろあ
るという。
｢代表例は減量ですね。体重は

入ってくるエネルギーと出て行
くエネルギーのバランスで決ま
るので、運動することによって
出て行くエネルギーが増えれば、
当然エネルギー収支がマイナス
になり、減量が期待できます。
しかも個別に見ると、糖尿病、
高血圧、高脂血症、メタボに関
して、運動習慣のないグループ
よりあるグループの方が、将来
そのような病気になる確率が低く、
また罹ったとしても病気の進行
が遅いことが分かっています」
　では、その運動としての、ラ
ンニングの効果は？
　「先に述べた医学的な研究にお
いて、運動が身体にいいと証明
されたほとんどが、実は有酸素
運動なのです。ランニングはそ
の代表ですね。全身を使った有
酸素運動ですから、負荷が身体
全体にかかり、心肺機能の向上

が期待できます」
　日常生活以上の負荷を与えて
心肺機能を強化すれば、当然、
日常の生活は楽になる。身体的
なフィットネスの向上によって、
階段を駆け上がったり、電車に
間に合うよう小走りに急いだり
しても、息切れすることもなく
なるに違いない。

　「箱根駅伝やマラソンの選手を
始めとする長距離を走る選手は、
誰もが痩せています。身体を運
ぶのに必要な最少量の筋肉は維
持しますが、身体を運ぶのに不
要な体重は落ちてくるんですね」
　と石田准教授。確かに、オリ
ンピックの 100 ｍ決勝でスター
トラインに並ぶ選手を眺めれば、
これは筋肉美を競う大会か？　
と見紛うほど。一方、マラソンの
トップランナーは総じて身体の
線が細く、しなやかだ。
　「思い立ったらいつでもどこで
もできる。これはランニングの
大きなメリットだと思います。
しかし、運動習慣がない人は、
いきなりは始められません。
100 メートルや 200 メートルは
走れるかもしれませんが、先が
続かないでしょう。そのような
人は、最初は早足で歩くことか

ら初めて、3 分歩いて 1 分走る、
を繰り返しながら、だんだん走
れるようにしていくのがいいで
すね」
　いいことずくめのランニング
だが、デメリットはもちろん怪
我である。
　「ランニングは筋骨格系への負
荷がそれなりに大きい運動です。
これは走る距離や時間に依存す
るので、長い距離を走るベテラ
ンになるほど傷害が出やすく、
中でも膝と靱帯を痛める人が多
いですね。また、足の形や O 脚、
X 脚などによって、重力方向の
力が関節の一部に集中する人は、
走りすぎると傷害が出やすいよ
うです」
　走ってどこかが痛くなったら、
無理して走らないことが肝心。
走った後のアイシングやストレ
ッチも重要だ。
　「特に痛みがある場合はアイシ
ングをしましょう。走った後に
膝が痛くなる人は、15 分から
20 分間、きちんと患部を冷やす
ことですね。一過性でなく、同
じような痛みが繰り返される場
合は、原因をしっかり見極める
必要があります。専門のトレー
ナーに足腰の筋力バランスや柔
軟性、ランニングフォームを見
てもらうのも、問題解決の一歩
かもしれません」

石田浩之（いしだひろゆき）
慶應義塾大学スポーツ医学研究センター准教
授。専門はスポーツ医学。日本アイスホッケ
ー連盟医科学委員会委員長、International Ice 
Hockey Federation Chief Medical Officer、
日本オリンピック委員会医学サポート部会委
員を務める。

無理せず、自分のコンディションに
合わせて続けることですね。最初は
めんどくさいでしょう。辛いとか、
嫌だなと思うかも知れませんが、そ
れを続けると、やったことに伴って
いいことが起きてくる。例えば、楽
に走れるようになった、体重が減り
始めた、検診の数字が良くなった、
などですね。そういうことがあると、
それが継続する動機付けになってき
ます。まずは続けること。楽しく走っ
てください。大会に出るのも、ひと
つの目標設定になっていいですね。

石田先生からひと言

ランニングが
カラダにいい理由

代表的有酸素運動で
心肺機能が向上する
体重減少が
期待できる
肥満や生活習慣病の
予防・改善
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身体を気遣うことは、楽しいランニングへの道

ランニングのトラブル
その原因と解消法は？
撮影／内藤サトル　文／ JQR 編集部

痛みを訴えるランナーが増えている。走りたくても走れないジレンマに陥る前に、安全な走り
方を覚えたいもの。陸上競技日本選手団のトレーナーや、為末大選手のパーソナルトレーナー
を務めてきた曽我武史さんに、そのポイントをお聞きした。

　「ランニングは走るだけの簡単
で易しいスポーツですが、続け
て行くと怪我も多くある、なか
なかハードなスポーツです」
　と、警鐘を鳴らすのは、長年
陸上競技のトップアスリートの
トレーナーを務めてきた曽我武
史さんだ。6 年前からフリーと
なり一般のアスリートのサポー
トを開始すると、痛みを抱える
ランナーの多いことに驚いたと
いう。気軽に走れるのがランニ
ングの魅力だが、実は身体への
負担は思いのほか大きい。実際に、
ランナーはどのような痛みを訴
えているのだろうか？
　「膝や足首、腰、背中、肩など
の痛みですね。中には単純な筋
肉痛という人もいます。例えば
膝が痛いのは、膝そのものばか
りに原因がある訳ではありません。
モモの前面の張りが酷いと膝に
負担が掛かります。膝の裏が痛
いのは、股関節が使えず膝や足
首で衝撃を吸収して走るから。
ふくらはぎの張りや痛みは、足
首や足裏の柔軟性がなくて負担
が掛かりやすくなっていること
に起因します。足首で蹴って前
に進もうとするランナーにも多
いです」
　腰が痛いという声もよく耳に
するが、これは腰回りの筋肉が
走る姿勢を保ちきれないことに
よるもの。長く走るにつれて疲
労が蓄積され、腰が丸まったり

落ちてくる経験は、ランナーな
ら誰もが持っているに違いない。

　では、このような痛みにどの
ように対処すればいいのだろうか？
「ランニングで負傷すると普通
は医者に行きますね。痛みを取り、
治してくれますが、それだけで
はランニングを続ける上での根
本的な治療にはなりません。二
度と走らないというのなら別で
すが、走ると確実に痛みがぶり
返します」
　曽我さんは、まず痛くなった
原因を探り、その原因が筋肉の
問題であれば積極的に患部の治
療をし、動作が原因の場合には、
動作を修正する方法や筋力をつ
ける方法を提案するという。
 「“ 何で痛くなったのか ” を知る
ことはとても大切です。筋の緊
張が強くて痛いのか？　それは
休んだら治るのか？　疲労が溜
まってくると筋肉は硬くなり、
柔軟性を失います。そうなると、
ちょっとのことですぐ疲れてし
まう。これは筋持久力を含む筋
力がないんですね。それが痛み
に繫がるんです。その場合は疲
労回復を優先して、マッサージ
を施します。しかし、筋力がな
く身体を支える力がない人は、
マッサージをしても対処療法で
しかありません。筋力をつける

ことが必要です」
　走りながらも、骨盤を安定（骨
盤と腰椎が本来あるべき位置に
保てる）させる筋肉を付けること
が、なにより肝心だと曽我さん
は指摘する。つまり、体幹を鍛
えるということ。これは、もち
ろん走りながらでもできるが、
それはあくまで “ 徐々に ” である。
自分の筋力以上に走りすぎる、
つまり負荷をかけ過ぎると怪我
に繫がるため、ここの見極めは
大切だ。
 「痛みからの解放は、積極的な
治療と筋力発揮が必要だと僕は
考えます。フォームという人も
いますが、フォームを作るため
の筋肉がなければ話になりません」
　うまく走れるようになると、
脚（モモ）ではなく股関節周り（腸
腰筋や骨盤周り）が疲れるように
なるという。ぴょんぴょん跳ね
るのではなく、前にスムースに
進んでいく感じがつかめたら、
記録もずっと伸びるはずだ。
 「走り慣れていない人は、走る
最中に身体が強ばってしまうん
ですね。長い距離は、いかにリ
ラックスして走るかがポイント。
筋力が付いてない人は、リラッ
クスした体勢を保てません。体
幹トレーニングをしたら、楽に
走れるようになった、というの
は自然の摂理ですね」

曽我武史（そがたけし）
1998 年のアジア大会を皮切りに
陸上競技日本選手団のトレーナー
を務める。2007 年からフリーと
なり、為末大選手のパーソナルト
レーナーを務める。JOC 強化スタ
ッフトレーナー、日本陸上競技連
盟医事委員会トレーナー部委員。
TKC 鍼灸マッサージ治療院を開設
し、一般からアスリートまで幅広
くサポートを行っている。

TKC BODY DESIGN　（TKC 鍼灸マッサージ治療院）
東京都目黒区祐天寺 1-27-2 コートガーディニア 201
TEL.03-6659-6167

まず身体をリラックスさせるために、
３～５分ほどストレッチをしましょ
う。ももの前と後ろ、アキレス腱、
肩甲骨、脇腹から腰をしっかり伸ば
し、身体全体をねじる。終わっても
すぐには走り出さず、5 分ほど歩く
つもりで徐々にスピードを上げます。
肝心なのはクールダウン。ゴールに
着いた途端に止まってしまう人をよ
く見かけますが、それは心肺機能に
負担が掛かるため、呼吸を整えるつ
もりで 5 分ほどゆっくりジョギン
グ、もしくは歩きます。興奮した身
体を落ち着かせる。さらに余裕があ
ればストレッチすると良いですね。

怪我をしないで
ランニングを楽しむ方法

痛みの原因を
見極める
走るための
筋肉をつける
無理せず
マイペース
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走るための筋肉をつける
それが痛まない身体をつくる

曽我トレーナーからひと言
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理想のランニングパフォーマンスのために

己を知って走力向上！

写真／高井知哉　出演／ユリア　構成・文／ JQR 編集部

自分の “ 走り ” を知らないのは、誰より自分である。それを知って
こそ、理想のランニングパフォーマンスを手に入れられるというも
の。「ランニングラボ」は、自身のランニング能力を客観的に知る
ための研究室。走力向上を目指すのなら、一度と言わず訪れたい。

　東京マラソンの興奮もさめや
らぬ 2 月下旬。東京・銀座にあ
るアシックスの「ランニングラボ」
を訪ねたユリア嬢。モデル体型
を維持するために日頃からトレ
ーニングに励んでいるが、どち
らかというと走るのは苦手。そ
こで、自分のランニングフォー
ムを客観的に捉え、より楽しく、
より速く走れるヒントを知りた
いと、足を運んだのだった。

「ランニングラボ」は、「ランニ
ング能力」を高めるためにランナ
ーの特徴や能力を客観的に測定
する、言わば研究室。
　まずはランニングラボスタッ
フの久保怜子さんによる簡単な
カウンセリング。1 ヶ月に走る
距離や回数などを聞かれる。

　続いて足型を測定。これはシ
ューズフィッティングと同様の
もので、足の長さや周囲、かか
と幅、足高、アーチ高、かかと
の傾斜角度、第一趾側角度など
の数値を取る。続いて足や股間
の関節の柔軟性や筋肉の柔らか

さ、下腿や踵の角度などをひと
つひとつ測定する。

　人間の足や手は左右で差があ
るもの。ユリア嬢も右に比べ左
の足周りが細いとの結果。また、
踵の角度が外反方向に大きく足
に不安定な力がかかりやすいと
いうことが判明した。
　続いて体組成をチェック。体
重 1kg あたりの基礎代謝量は
23.1kcal。体脂肪が非常に燃え
やすい体質で、体脂肪率も申し
分ない結果に笑みがこぼれる。
　筋力は膝を伸ばす力と曲げる
力を測定。思い切り力を込める
ように、久保さんの声が飛ぶ。
顔を真っ赤にしながら歯を食い
しばるユリア嬢。それでも右脚

は標準以上だが左脚は標準以下
との結果。その差は大きく、膝
を伸ばす力では 16.4kgm（絶
対値筋肉）、膝を曲げる力では
31.1kgm の左右差があること
が判明。左脚の筋肉を鍛えるこ
とが課題のひとつに浮かび上が
った。

　いよいよランニングマシンで
実際に走り、フォームを確認す
る。同時に全身持久力を測定す
るためにマスクを装着するが、
これは運動中の呼吸代謝をデー
タ化するためのもの。
　まずは時速 7.0km で 2 分間走
行し、時速 7.5km にペースアッ
プする。その後は 1 分ごとに時
速を 0.5km ずつ上げていく。
　最初は軽快に走っていたユリ
ア嬢も、マスクが思いの外苦し
いようで、すぐに額から汗が噴
き出してきた。こうして 10 分
ほど走ってギブアップ。久保さ
んはもう少し走らせたかった様
子だが、それでもまずまずのデ
ータが取れた模様。
　ロッカールームで着替えを終
えてから、測定結果を久保さん
がレクチャーしてくれた。

　まずランニングフォームだが、
ピッチが少なく身長当たりのス
トライドが広い、ストライド型
の傾向がある。身体の軸が安定
して着地時の動揺がなく、脚が
スムーズに前へ振り出されてい
る一方、膝の屈伸で走る傾向が
見られ、上下動が大きいとの指摘。
　これらの画像が測定結果のレ
ポートにプリントされているので、

見て納得。例えば、真上からの
写真では、頭が明らかに左右に
振れているのが分かる。また、
左右の足の蹴り出しは、右足が
左足より高い位置まで跳ね上が
っていた。

　「ランニングラボ」では、呼吸
代謝測定を用いて持久力を測定
しているが、その指標となるの
が「AT」（Anaerobic Threshoid
／無酸素性作業閾値）である。こ
れは、有酸素運動から無酸素運
動へシフトしていく閾値を表し、
AT を超える運動強度＝ランニン
グ速度になると無酸素運動の色
合いが強くなり、疲労が蓄積さ
れ運動が継続できなくなる。一方、
AT 以下の運動では疲労物質の乳
酸が過剰に蓄積されないため、
エネルギーがあり補充される限り、
いつまでも運動を続けられると
いう訳だ。
　この測定結果によると、ユリ
ア嬢の AT ペースは時速 9.5Km

となり、AT ペースでフルマラソ
ンを最後まで走りきった場合、
タイムは 4 時間 26 分程度とな
った。

　最後に久保さんからユリア嬢
に手渡されたのが、レポート一
式と「ランニングの科学」という
小冊子一冊。そしてランニング
フォームが入った DVD の 3 点
セット。そこには測定したデー
タを元にしたトレーニングメニ
ューが、４つの項目に分かれて
載っている。より優れたパフォ
ーマンスを求める。ランナーに
とって、最高のマニュアル一式
だ。それを手にしたユリア嬢は「東
京マラソンにエントリーしても
いいかな♥」と、早くも上達した
ような微笑み。1 年後の彼女の “ 走
り ” が楽しみだ。

RUNNING
It is pleasant! 

自分のランニング能力を
客観的に解析

軽快なフォームに潜む
微妙なブレが明らかに

ランニング能力で重要な
全身持久力

足型
下肢アライメント
体組成
筋力
ランニングフォーム
全身持久力

①ランニングトレーニング
②筋力トレーニング
③柔軟性の向上
④フォームの改善

来年の
東京マラソンが

楽しみだね

ランニングラボ
体験記

アシックス ランニングラボ
□東京都中央区銀座 8 丁目 2-7 NTT 銀座ビル
　アシックスストア東京内
□不定休
☎ 03-3572-8303
□￥21,000 円（ランニング能力測定）
※測定は 20 歳以上に限る
※予約は測定日の１ヶ月前から前々日の 18 時まで

測定結果と小冊子、DVD を久保怜子さんに手渡されて、
決意も新たな !? ユリア嬢。

測定する６項目

トレーニング指針 4 項目

各部位の詳細なデータがレポートに。

下肢のサイズを詳細に測定し、柔軟性を調べる。

美しい走りには、筋肉のパワーはもちろん、
両足のバランスも欠かせない。

ランニングマシンの前後、横、上に配置された
カメラでフォームを撮影。
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進化が止まないランニングシューズ
画期的なデザイン革命が進行中！

RUNNING
It is pleasant! 

ジャン＝フランソワ・フォロム氏が手掛ける最新モデルとは？

写真／高井知哉、文／ JQR 編集部

ランニングシューズの新モデルは市場投入の３～ 5 年前に構想し、デザインされるというニューバラン
ス。同ブランドのチーフデザイナー、ジャン＝フランソワ・フォロム氏に、最新モデルのトレンドを聞いた。 MIZUNO プリシジョンフィット

ASICS FOOT ID
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 : ここ 30 年間お馴染みだった従来のラ
ンニングシューズが大きくかわるのですか？
Jean-François Follum ：3 年前から、ラ
ンニングシューズのデザインはすっかり様変
わりしました。ミニマリズムの動きが生まれ、
ランナーたちは今や、これまでよりより軽く、
フレキシブルな素材を要求しています。裸足
走法に近いランニングテクニックに適した素
材です。踵で着地してから爪先に重心を移動
するのではなく、もっと足の中心寄りで着地
するのが主流となっています。シューズもこ
うした新しいテクニックに適用せねばなりま
せん。

 : このテクニックは、デザインにどのよ
うな影響を与えましたか？

 : 発想を入れ替え、すべてを一からやり
直す必要が生じ、私たちの仕事の手法は激変
しました。素材と形状を変更し、構造も再考
せねばなりませんでした。消費者、すなわち
ランナーがこうしたイノベーションをすべて
受け入れてくれたので、この 3 ～ 4 年はラン
ニングシューズのデザイナーにとって極めて

刺激的でした。

 : しかし、モデルチェンジには新モデル
の評価が欠かせませんよね？

 : 新コンセプトのモデルにゴーサインを
出すまでには、大変な数のテストの実施が必
須となりました。重さを減らし、フレキシビ
リティーを高めるのは簡単ですが、衝撃吸収
も考えねばなりませんから。一流ランナーと
通常レベルのランナーにモニターになっても
らって開発に取り組み、ミニマリズムの極致
と呼べる超軽量モデルから従来のシューズと
比べて重さが約半分のモデルまで、充実した
ラインナップの新シリーズを整えるに至りま
した。

 : どういった人がこの走法を採用してい
るのでしょうか？

 : 大半は、必ずしも高速で走ることにこ
だわっておらず、むしろ自分の健康やテクニ
ックを重視して、怪我を避けたいと思ってい
るランナーです。一流ランナーはどちらかと
言えば従来型のシューズを選んでいます。理
由は単純明快、彼らは従来のテクニックで長
年トレーニングを重ねており、ドラスティッ
クな変更には怪我の危険があるからです。こ
うした新タイプのシューズを一流ランナーが
使うのは多くの場合、速度を追求しないトレ
ーニングのときとなるでしょう。

 : 新デザインは、すべての国に同じよう
に投入されるのですか？

 : 私が統率するデザイングループにとっ
て面白いのと同時に難しいのは、すべての国
で通用するグローバルモデルをデザインしな
ければならないのに対し、美的感覚や機能の
面で各国のトレンドは異なる、という点です。
私たちが日本市場には特別チームで対応して
いる理由もそこにあります。日本人の足幅は
欧米人と比べて大きい。そこで、日本向けに
は欧米用とは全く異なる木型を使って製品開
発しています。用いるテクノロジーも異なり
ます。基底材は固めが好み、といったように、
日本のアスリートの要求は独特です。たとえば、
私たちが米国でトップアスリートに売ってい
るモデルは、ここ日本ではそれほど高速でな
いアスリートに受け入れられます。また、カ
ラーの好みも異なります。日本向けには、非
常にビビッドなカラーを使います。

 : 日本発モデルがグローバルに通用する

こともありますか？

 : これまでも、絞り染めや魅力的でユニ
ークなカラーで「限定生産」の味わいがある日
本モデルが誕生しており、米国でも人気ですよ。
コレクターの垂涎の的です。また、日本で開
発されたランニングテクニックが米国に輸出
されることもあります。

 : あなたにとって最大の試練は？
 : 私の仕事で一番難しい点は、すべての

国のトレンドを常に把握せねばならないこと
ですね。

 : モデルチェンジがひっきりなしのよう
な気がします。

 : 私たちは、一年に 2 回、製品ラインを
アップデートします。ランニングシューズに
限って言えば、一年に 30 ～ 40 モデルが投入
されています。素材は絶え間なく変化してい
ます。時として、旧バージョンと新バージョ
ンの違いはごく僅かのように見えても、履き
心地と機能面で大きな違いをもたらすことが
あります。段階を踏みながら、私たちは多く
のことを学んでいます。一方、新しいものを
求める消費者の要望に応え、全面的にモデル
チェンジするケースもあります。

 : いつの日になったら、型に流し込んで
作るように、私たちの足にぴったりと合う靴
を作る装置が実現するのでしょう？

 : その日はやってきますよ。鋭意研究中
です。これこそ究極の目標ですから。遠くな
い未来に実現して、新たな革命を巻き起こす
でしょう！

2 月にも発売されたミニマスは185ｇと超軽量。

profile
ジャン = フランソワ・フォロム氏はカナダのヴァルド
ール市（ケベック州）出身。バウアー社でスケート靴を
初めとするホッケー用具のデザインに携わったのち、ナ
イキ本社（米国、オレゴン州）でスポーツシューズを手
がけ、その後ニューバランス（ボストン）に移り、現在
はランニングシューズのイノベーションを担当するデザ
イングループでチーフデザイナーを務めている。5 人の
デザイナーからなるチームを統率し、エンジニアや生体
工学の専門家の協力を得て仕事に取り組んでいる。

進化したシューズの選び方
足形解析システムを使い、フィッティングの専門家がシューズ選びのアドバイスをしてくれるサービスがある。
より足に馴染む一足が確実に手に入るので、シューズを新調する時に訪れたい。

　シューズを選ぶ時に必要な
のは何か？　もちろんサイズ
や履きやすさが一番。だが、
ランニングは長い距離を走る
ため、足とシューズの相性を
よく見極めることが肝心だ。
店頭で履いてぴったりだと思
っても 5km、10km と走るう
ちに、ほんの些細な足とシュ
ーズとのミスマッチが大きな
トラブルへと発展するからで
ある。
　そこでランニングシューズ
専門店で取り入れているのが、
足の形や寸法などを専門のマ
シンで分析して、最適なシュ
ーズをフィッティングする方
法である。
　フィッティング担当者が、
まず実際の足の運び方や方向
性を確認。練習頻度やランナ
ーとしての指向性を質問し、
続いてマシンを使って足の形
を解析する。それらを総合し
て最適なシューズを選ぶ。
　メーカーによって足形解析
システムの仕様は異なるが、
いずれも計測は数分で済む。
足の長さ、周囲、高さに踵の
幅や傾き、アーチ高などや、
足の親指が反る角度まで、自
分の知らなかった足の “ 実情 ”
が判明して面白い。
　自分のポテンシャルに合っ
たシューズは、最高のパフォ
ーマンスを生み出す武器だ。
走りにストレスを感じたら、
まずは専門店に行って、シュ
ーズを見直すといいだろう。

脚の形状・関節の柔軟性などを、フット
ウエアアドバイザーの市橋伸浩さんが目
視で確認。

プリシジョンフィットを利用して、足の
長さや幅を計測。台の上に乗るだけで終
了。

その場でモニターに計測結果が表示される。
画面を見ながら、足の特徴を説明。

1 2 3

素足に目印となるマークを貼り、「3 次元
足形計測機」に足を乗せて足をスキャン
する。

足長や足囲、かかと幅を始めとする７項
目の特徴を計測。２～３分でスキャン終
了。

モニターに映し出された、足を再現し
た 3D 画像。足裏への体重のかかりか
たなども表示。

1 2 3

計測データを元に、足にあったシュー
ズをいくつかピックアップ。それぞれ
の特徴を説明。

履き心地を試す。シューズの紐の締め方
次第でも、足へのストレスは変わる。

アーチが高いため、中敷きを敷いていくつ
か試す。フィットする一足が完成。

4 5 6

ストアスタッフの原田さんが、バランス
やかかとの傾き、走り方のくせを考慮し
てシューズを選んでくれた。

足に合ったシューズをいくつか選んでも
らい、両足とも履いてフィッティングを
確認。

シューズ選びには長さばかりでなく、足
の幅やつま先の形状を知ることが必要と
ストアスタッフの原田さん。

4 5 6

問 エスポートミズノ　東京都千代田区神田小川町 3-1　☎03-3233-7000

問アシックスストア東京　東京都中央区銀座 8-2-7　☎03-3572-8301

写真／高井知哉、インタビュー・文／ JQR 編集部

話題のフィッティングサービスを体験！

レポートが

もらえる

レポートが

もらえる
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RUNNING
It is pleasant! 

2013 最新ランニングシューズカタログ
撮影／内藤サトル　文／ JQR 編集部

ランニングシューズは、自分の走力にあったものを選ぶことが大切。
４つのブランドから、最新シューズを紹介。

クッション性に加え、耐久性と反発性を向上させた AP+ ミッドソールを採用。
着地の際の衝撃を和らげつつ、反発を利用した滑らかな足運びが期待できる。
約350ｇ（メンズ27.0cm片方）と軽量で、フィット感にもこだわった構造。

楽しく走るための

MIZUNO NIKE

これからランニングを始める人や、気ままにランニングを楽しみたい人に向け
たエントリーモデル。安定性とクッション性を備えたソールと、足を包み込む
ようなシームレス構造でしっかりと足をサポート。気持の良い走りを実現。

ミッドソール全体を縦横に刻んだ溝が、より自然な足の動きに近づけることを
可能にした。ナイキ フリーの裸足レベルでは、通常のランニングシューズと
の中間に位置した、すべてのランナーを対象にしたモデル。

プリマ カンタービレ
¥7,980-　

安定性とクッション性を備えたエントリーモデル。

着地によるダメージを最小限に抑えて記録を狙う。

屈曲性に優れたミッドソールを採用した万人向けモデル。

NIKE FREE 5.0+
¥11,550-　

ウエーブ　ライダー 16
¥12,600-　

NIKE FREE 3.0 V5
¥11,550-　

初級者向け

中・上級者向け 上級者向け

足とシューズが一体化したような、最も裸足に近い感覚
スタイリッシュで見るからに軽快な走りがイメージできる NIKE FREE の最新
モデル。シューズが足と一体化する感覚は、まるで裸足のよう。人間の走る本
能を最大限に引き出す、エリートランナー向けモデル。

27

問 ミズノお客様相談センター 0120-320-799 問 NIKE お客様相談室 0120-500-719

初級、中級者向け

26
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高い安定性で、初心者を中心に人気が高い GT シリーズの最新モデル。「ガイ
ダンストラスティック」構造が足の運びをリードし、ミッドソールに挟み込ん
だ「ダイナミックデュオマックス」が、足への負担を軽減する。

スピード走行に欠かせないフィッティングと軽量化を実現。地面をしっかりグ
リップするソール意匠を採用。シューズの内側と外側の硬度に差を付け、内側
の反発性と外側のスムーズな重心移動を両立させた、走行効率を追求したモデル。

記録更新に挑むシリアスランナー向けレーシングモデル。様々なトップアスリ
ートのシューズを手掛けてきた名工 、三村仁司氏とアディダスが「日本人ラン
ナーを速くする」をテーマに開発。機能を追求した至高の一足。

高いクッション性能と反発性能という相反する機能を併せ持つ新開発素材
『BOOSTTM フォーム』をミッドソールに採用。足腰への負担を軽減しながら、衝撃
を推進力に変換。自然に足が前に進む、初～中級ランナーにとって嬉しいシューズ。

足の運びをスムースにして安定性を高めたモデル。

軽快な走りを実現するフィッティングと重心移動。 速く走る機能を徹底追求したレーシングモデル。

足腰への負担を軽くし、衝撃を推進力に換える。

RUNNING
It is pleasant! 

ASICS adidas
GT-2000NEW YORK
¥12,390-　

energy boost
¥14,700　

TARTHERZEAL
¥13,650-　

adizero takumi sen 
¥15,750　

初級者向け

上級者向け上級者向け

29

問 アシックスお客様相談室 0120-068-806 問 アディダスグループお客様窓口 0120-810-654

初級、中級者向け
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RUNNING
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ランニングウォッチを使って
効率的な走りを実現

2013年開催の全国ユニークマラソンイベント一覧

撮影／内藤サトル　文／ JQR 編集部

練習効果の向上やモチベーションのために使いたいランニングウォッチ。
進化を遂げて機能が充実。走った距離や時間を記録するばかりでなく、
ランニング中の最適なスピード（負荷）まで教えてくれる。今やランナーの必需品だ。

いつもと違った体験ができる大会を全国からピックアップ。日頃の練習成果を試しながら、記憶に残るレースを楽しもう！

Wristable
GPS
SS-300R
¥24,800-　

（市場価格）

NIKE+ 
SPORTWATCH 
GPS
¥20,790-　

脈拍計
HR-500U
¥14,800-　

SOMA
RunONE
300PACE
¥13,650-　

問 エプソン 
     インフォメーションセンター
　 ☎050・3155・8280

問 ナイキお客様相談室
　  0120・500・719

問 オムロン ヘルスケア 
    お客様サービスセンター
　  0120・30・6606

問 SII ウオッチ
　 お客様相談室
    0120・181・671

30

独自開発のセンサーが、
手首の甲の毛細血管か
ら運動中の血流をとらえ、
脈拍数をリアルタイム
に測定。そのデータから、
行われている運動強度
を４つのトレーニング
ゾーンに分類し表示す
る。最適な負荷を選ぶ
ことで、運動の効率ア
ップが見込まれる。

「SOMA」はスポーツを
楽しむための時計ブラ
ンド。スタイリッシュ
なデザインはそのままに、
30 度に傾いたディスプ
レイはランニング時の
視認性 も良好。走行距
離はもちろん、ペース
やピッチ、消費カロリ
ーを表示。ペースを設
定して走れば、いいト
レーニングになる。

EPSON

OMRON

NIKE

Seiko Instruments Inc.

GPS 機能が付いたランニ
ングウォッチ。高精度の
ランニングデータを最大
14 時間計測できる。走っ
た距離やペースを一目で
確認でき、走り慣れない
場所や、距離表示のない
場所でもデータに基づい
たトレーニングができる。
薄型・軽量で、日常でも
使えるデザイン。

5 日以上走らない日がある
と、それを知らせてくれる
“ ラン・リマインダー ” 機
能で、ランニング習慣をサ
ポート。ランニング中はウ
オッチの GPS とシューズ
に搭載するセンサーでデー
タを正確に採取する。走行
距 離、1km 毎 の ペ ー ス、
消費カロリーなどが文字板
でチェックできる。PC に
接続すれば、走ったコース
や、ラップ情報が管理でき
るほか、nikeplus.jp を通
じてほかランナーと記録を
競うこともできる。

嬬恋高原キャベツマラソン
■会場：バラギ高原 東海大学嬬恋高原研修センター 多目的グラン
ド（吾妻郡）■開催日：7/7（日）■距離：ハーフ /10km/5km/2km
■定員：3500 件■参加費：高校生以上 ¥3000、小中学生 ¥1500、
親子ペア（子供は小学生以下） ¥3500 ■申し込み期間：3 月下旬～ 5
月下旬
■問い合わせ　http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/

雄大な山々をバックにキャベツ畑
の中を走るコース。さえぎるもの
が何もないパノラマロードはまさ
に絶景！　参加者には大会オリジ
ナル T シャツだけでなく、採れた
ての嬬恋高原キャベツをプレゼント。

日本海メロンマラソン
■会場：館山近隣公園（男鹿市）■開催日：8/4（日 ) ■距離：ハ
ー フ /10km/5 km/3.6km ■ 定 員： な し ■ 参 加 費： 中 高 生 
¥2000、18 ～ 65 歳 ¥3000、 ペ ア ¥4000 ■ 申 し 込 み 期 間：
5/13 ～ 6/20（予定）
■問い合わせ　若美総合体育館　0185-46-3113

コース中に日本海に沈む夕日が望め
るポイントあり。参加賞としてメロ
ン 2 玉のお土産付き。マラソンで
汗を流した後は特産メロンが食べ放
題。ハーフ・10km 完走者から抽選
でおきなわマラソンの招待も。

GAMBARUZO!　ふくしまゲレンデ逆送マラソン Evolution2013 みんなで走れば怖くない！　第 1 回全日本ゲレンデ逆走駅伝
■会場：福島県沼尻スキー場（苗代町）■開催日：8/3（土）■距離：
10km ■定員：500 人■参加費：１人 ¥2500、ペア ¥3000、3 人
¥3600、4 人 ¥4800 ■申し込み期間：7/26 まで 
■問い合わせ　http://www.gambaruzo.jp

風評被害に苦しむ福島のスキー場を
支援するために企画されたイベント。
今年は 5 カ所のゲレンデで開催さ
れる。全レースはもちろん、一戦だ
けの参加も OK。過酷なコースだが、
みんなで走れば楽しい！

五島列島夕やけマラソン
■会場：五島港公園（五島市）■開催日：8/24 （土）■定員：なし
※その他詳細は 4 月中旬以降 HP で確認
■問い合わせ： http://www.gotokanko.jp

17 時にスタートし、沈む夕日を背
に海沿いを走る。給水所ではスイカ
が配られ、ゴールでは五島牛の試食
会や星空コンサートなどのイベント
も。夏の終わりを締めくくるロマン
チックなマラソン大会。

馬路おしどりマラソン
■会場：馬路マラソンコース（安芸郡） ■開催日：9/15（日）■距離：
おしどりの部 3km/5km、プレおしどりの部 5km ■定員：なし■参
加費：ペア ¥5000 ■申し込み期間：7 月上旬～ 8 月中旬
■問い合わせ　馬路村教育委員会　umaji-v@kochinet.ed.jp 

夫婦で同じコースを走り、最後は手
をつないでゴールをするのがルール。
夫婦そろってマラソン好きなら、ぜ
ひ参加したい大会。結婚を控えたカ
ップルが参加できるプレおしどりの
部も募集中。

RUNNET フライデーナイト・リレーマラソン in 国立競技場
■会場：国立競技場（新宿区）■開催日：夏大会：8/2（金）、秋大会：
10/18（金） 予定■距離：一周 1.4km の 3 時間 /12 時間耐久リレー
マラソン■定員：３時間の部 300 チーム 12 時間の部 250 チーム 
■参加費：¥4500 ～ ¥8000/ １人 ※部、人数による■申し込み期間：
夏大会：7 月中旬まで、秋大会：9 月下旬まで
■問い合わせ　http://friday-night-relay.jp

ランナーの憧れ、国立競技場でオー
ルナイトで行われるイベント。12
時間の部に参加する人向けにテント
や寝袋などのレンタルサービスも。
ひとり参加のほか会社の仲間と走れ
るコーポレート部もあり。

月例チャレンジつるみ川
■会場：鶴見川沿い（横浜市）■開催日：7/28（日）、8/25（日）、
9/22（日）、10/13（日）、11/24（日）、12/22（日）■距離：
20km/30km/40km ■定員：各コース 50 名■参加費：20km¥2000、
30km¥3000、40km¥4000 ■申し込み期間：各回２週間前まで
■問い合わせ　http://run.class14.com

タイムを競わず自分のペースで走る
“マラニック”（マラソン+ピクニック）
の月例イベント。参加者同士で話を
しながらゆっくり走れる。また、休
憩所が多く、ランナー同士の交流の
場になっている。

秋田

福島

群馬

東京

神奈川

高知

長崎

走るための楽しい目標！
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Running in Japan

Andrew Flynn
米国ニューヨーク出身で１０年前に３年間東京に住ん
でいたが、半年前から再び日本に在住。４年程前から
健康の復活の為にランニングを始めた。

Simon Bray
英国ロンドン出身で１０年前から日本在住。小さいこ
ろから走ってきたが、日本の素晴らしい環境がトレイ
ル・ランニングを本格的に始めるきっかけに。

Ron Choi
米国アラバマ出身で８年前から日本在住。高校時代は
よく走っていたがその後は遠ざかっていた。３年前に
真面目に走り始めた。

日本人は走ることが大好きだ。
マラソンだろうが駅伝だろうが、全国からランナーの応援に駆け付ける。
学校ではマラソン大会が催され、タレントが 24 時間走る番組が人気を集めている。
どんなスポーツでもウエアや道具などに加え、対戦相手や仲間が必要だ。
しかしランニングは外に出て走るだけと、そのどれもが不要。
とてもシンプルで自由なスポーツなのである。
ところで外国人にとって、この国で走るということは、どういうことなのだろう？
筋金入りのランニング中毒という男性 3 人が、「日本で走ること」について話し合った。

JQR: 皆さんが、走るようになったきっかけは ?

: 高校時代は走っていましたが、社会人
になって走らなくなりました。それから 25
年後、つまり 3 年前に友人に誘われてまた走
り始めたのですが、2km 走ったところで故障
してしまって。それで、そろそろ自分の体を
大事にする時が来たのだと悟ったわけです。
以来走り続けて、今では体重は高校時代以下
になりました。

: 高校ではサッカーをしていました。
僕も卒業してから 25 年間何もせず、4 年前
に体を大事にしなくてはと思って兄弟に話を
したところ、彼は昔から 1 年に 1 回マラソン
を走っているのだと言うんです。

: 知らなかったの？
: そうなんですよ。ウチは大家族で

お互いに細かいことまで言わないからね。彼
からは裸足走法を教えてもらいました。

: 僕も若いころはサッカーに夢中。そ
れからテニスもね。ランニングは長年続けて
いたけれど別に真剣にやっていたわけではな
くて、週末に住まいの近くの公園を走るくらい。
それが、3 年ほど前から高い山で走ることに
はまり始めたんです。きっかけは日本ですよ。

JQR: どこですか ?

: 最初はオックスファムのチャリティ
ートレイルというイベント。小田原から箱根
山を超えて富士山の山中湖までの 100km の

行程を 48 時間以内で完歩するというイベン
トでした。そのイベントの途中で走っている
人が目に留まり、自分自身トレイルランニン
グに非常に魅力を感じてやり始めたんです。
初めて下山した時の極度の恐怖と興奮の混在
した気持ちは今でも忘れられない。それ以来、
トレイル中毒です。

JQR: でも、他のスポーツではなくてなぜラン
ニングなんですか ?

: 人間のできる最も自然なことです
よね。

JQR: それだったらウォーキングでしょう？

:  でも、ウォーキングじゃおもしろ
くない。

: それほど遠くにも行けないし…。
: ランニングにはあってウォーキング

にはないものがありますよ。トランスです。
僕にとってトランスは催眠作用に近い。明ら
かに血流が速くなり、それによって何かが引
き起こされるような感じ。

JQR: 皆さんがおっしゃっているのは、いわ
ゆる「ランナーズハイ」のことですよね ?

: そのとおり。
: 長距離を走っている時、足は継続的に

地面に触れリズムを刻みます。僕の場合、土
曜の朝は決まって 30km 以上を走りますが、
その間約 2 ～ 3 時間、リズムを刻みアドレナ

リンが出ます。

JQR: でも、スポーツなら何でもそうなりま
せんか？

: 走る時には一人になれるし。
: ランニングには何か原始的なものがあ

るけど、それだけではありませんよ。日ごろ
のストレスから解放される素晴らしい方法で
もあります。僕は精神的に助けられてます。
仕事は複雑で大変だし、家に帰れば 3 人の子
供。走っている時には走ることだけに集中して、
日常のあらゆる雑事を忘れます。

: ランニングの時間をある種の瞑想
の時間にしている人もいれば、走りながら問
題を解決する人もいる。誰にも邪魔されない
からね。 

: それに、走るのには必要なものは何も
ありませんしね。靴を履いて外に出ればよい
だけです。

: トレイルランニングをしているサ
イモンにはちょっと必要なものがあるよね。

: そうそう。山を走る時は、持ってい
かなければならないものがあります。コンビ
ニや自動販売機に立ち寄るわけにいかないか
らね。それに、雨や雪の備えも必要だし。

: 食料もね。
: 初めて山に行った時にダイエットビ

スケットを持っていったんだけど、4 時間も
経つと、そのビスケットではカロリーが足り
なくて、とても走るどころではなかった。 そ

Simon Bray（イギリス）
Andrew Flynn　（アメリカ）
Ron Choi （韓国・アメリカ）

日本における長距離ランニング事情
Talking to foreign 
residents in
Japan

Meet our
three interviewees!!!●

日本在住外国人
による鼎談

うそ話

をンポッ二

鼎談
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東京には
川沿いに走れる
場所が多くて

いいね！

だから
僕は

山で走るぞ！

しかし日本は
ランナー達が
信号ごとに

止まるよね！

れで、いやというほど思い知らされました。
: 爆笑 

: でも、日本の「カロリーメイト」
はすごくいい。 

: カロリーメイトは脱水状態かどうか
が分かる目安になります。カロリーメイトが
口の中にくっついて飲み込みにくくなったら、
水分が足りない証拠。

: でも、カロリーメイトが作られた
目的はそれじゃあないと思うけどね。

: 爆笑

JQR: 走る時はいつも一人 ?

: 山で走る時には、必ず誰かが一緒に
いるのがベスト。

: そう。だけど、誰かと一緒に行く時、
車中で話はするけど、相手は速すぎて、一緒
に「いる」けれども、「走る」のは一緒じゃな
いな。

: 爆笑
: 僕の場合は、走る時は一人の方がいい。

一人でいられる唯一の時間ですからね。誰か
と一緒に行ったら、話したり会話を盛り上げ
たりしなければならないでしょ。だから、特
に仕事で大変な問題があって夜眠れないとき
には夜中に一人で外に出て走ります。帰って
きた時にはすっきりしていますよ。

: 僕は勤務先から走って帰宅しています。
たった 10km ですから 1 時間もかからない。
格好のストレス解消にもなるし。

: それと、僕たちがしているランニ
ングは、例えば公園でしゃべりながら走って
いるようなものとは違うよね。そうしたラン
ニングはどちらかというと「お付き合いラン
ニング」に近い。

JQR: ということは、皆さんのようなランニ
ングのレベルに達するには特別な訓練が必要
ということですか ?

: まず、一定時間内に走る距離を徐々

に伸ばしていきます。慣れて
きたらそのスピードを保ちな
がら、また距離を少し伸ばしま
す。より速く、より上手く走
る特別な魔法はないですから。

JQR: ということは、他のエク
ササイズなどで体を作る必要
はないということですか ?

: 僕は自転車に乗っ
てます。

JQR: ランニングに良いから ?

: いやいや。早く目
的地に着くため。

: 爆笑
: エリートのプロ

のランナーだったら、成績を
上げてタイムを縮める特別な練習をしたり、
食事も特別なものを摂っていることは確実だ
けど、そうでなければ、必要なのは体幹の強
化だけです。

JQR: 例えば裸足ランニングを学ぶ時には特
別な練習をする必要はなかったのですか ?

: はい。ゆっくり始めるだけ。ラン
ニングの最も自然なやり方ですからね。

: 僕の場合は、自然に裸足ランニングに
行きつきました。1 カ月に約 120km を走りま
すから、膝にストレスのかからない方法をす
ぐに見つけ出しました。 

JQR: 従来のランニングスタイルと大きな違
いがあるのですか ?

: 関節に負担をかけるか、筋肉に負担
をかけるかの違い。僕の場合は薄さ 2mm の
5 本指のシューズを使っていますけど、この
走法だと、主に使うのはふくらはぎです。ナ

イキのクッション・ランニングシューズが発
明されるまでは、ふくらはぎを使うと自然に
ランニングに適した足ができる、と言われて
いました。

: クッションは地面の感触がないの
で気持ちが良い。押し戻す弾力性があると、
実際気が付かないうちに膝に大きなダメージ
を与えます。 

JQR: 日本でのランニングはいかがですか ? 
他の国との違いはありますか ?

: ニューヨークにいた時にはよくセ
ントラルパークの定番のランニングコースを
走ってました。数カ月前に来日して、レース
は 1 本しか走っていませんが、トレイルラン
ニングも始めました。これが実に良かった。

: 僕の場合は、東京の素晴らしさですね。
電車が毎朝 200km 離れたところから都心に
人を運び、週末になるとその同じ電車に乗っ
て 1 時間足らずで山に行ける。さらに 30 分
も行けば 文明のかけらも耳に入ってこない。
こんなことは平坦なロンドンではあり得ませ
んから。

: 日本では、トレイルのネットワー
クがとてもしっかりとできています。何キロ
ものトレイルコースがあって、地図もきちん
とできています。 

JQR: 市街でも走るのですか ?

: もちろん走りますよ。
: 日本では他とはまったく違うことがあ

ります。それは交通ルール。

JQR: どうして ?

:  最近、ランニンググループに参加した
のですが、信号のたびに全員が足踏みするん
です。でも、日本は曲がり角という曲がり角

に信号があるんですよね。
: 爆笑
:  誰もいない狭い路地でも止まって待機

する。アメリカではありえない。確かにその
方 が 安 全 で す け ど ね。 と い う こ と で、 約
20km を走り終わるのに 6 時間半かかりました。

: 爆笑
: でも、寺社巡りや山ノ手、東京マラソ

ンコースなどのコースを楽しむには、クラブ
に所属して走るのはいい方法です。

: 東京には川がたくさんあり、川沿
いには必ず道があって、それがきれいに整備
されているのは素晴らしいですよ。

: 山を走る時には様々な風景が見られ
ます。ロードでは約 20km ですが、トレイル
ランニングでは 30km 以上はざらです。きれ
いな景色に囲まれて、アップダウンと山中を
駆け抜けるのは格別。日本で走る醍醐味ですね。

JQR: 東京マラソンにはどうやって参加する
のですか ?

: 僕たちは参加していません。
: 爆笑

: 運が良いか、寄付しなくちゃ…。 僕

たちはチャリティーランに参加
するので、そのために一定の金
額を寄付します。

: 忙しくて申し込むのを忘
れちゃって。だから、僕もチャ
リティーチームに寄付せざるを
えませんでした。

: エントリーを希望す
る外国人は優先枠です。でも、
残念ながら今回の東京マラソン
は申込が間に合わなくてエント
リーできなかった。その埋め合
わせに、先週「ウルトラマラソン」
を走りましたよ。 ウルトラマラ
ソンはマラソンよりおそらく
2km 距離が長い。なかなか、お
もしろかったですよ。

: 僕は、富士山を一周する 160km レ
ースの申し込みをしたところです。

: すごい！
: それにしても、東京マラソンはすごい、

の一言。コスチュームを着た人がたくさんいて。 
マラソンを堅苦しく捉えないで、大きなフェ
スティバルのような感じ。宗教指導者のよう

な格好をして裸足で完走している人もいまし
たよ。東京タワーやスカイツリーも見えるし
……。

: でも、僕たち二人はチャリティー T
シャツを着なければならなかったんですけどね。

: 爆笑
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