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2022 年７月　　
　久しぶりに徳島のマスターズ陸上大会に行ってきた。コロナのせいで 3 年ぶり
の参加である。その場で徳島の同年代で同じ種目に出場する Dr 板東選手から迷
惑な依頼があった。
　なんでも本日、レースに参加する香川の村上選手、愛媛の新居田選手、そして
Dr と私の 4 人の共同執筆とかで本を作るので、10 ページ分を書いて貰いたい。
しかも猶予は 1 か月とのこと。
　他の 2 人は了承済み。内容も指定付きで、世界大会のことを書けとの仰せであ
る。ほかの 2 人はオッケーよ、という Dr の同調圧力と勢いに負け、つい「ええ
ですよ。」と言ってしまったのが運の尽き、もう 5 年も 6 年も前の話しである。
今朝の食事はパンだったか、ご飯だったかさえも覚えていない貧弱な頭に、数時
間どころか 5 年も 6 年前のことなどとても無理。
　とはいえ、一旦お約束した以上、頭を振り振り思い出しながらの行ったり来た
りに、しばしのお付き合いを願いたい。

　さて、仕事をリタイアし、プロの陸上選手となって、もう 3 年となる。プロと
いうからには陸上競技を職業として生計を立てている訳で、バックにはちゃんと
スポンサーが付いている。
　そのスポンサーからは、有難いことに 2 か月に一度の振込をして頂いている。
その際、振込みされた通帳の摘要欄には「ネンキン」と打込まれているのである
が、おそらくそれは先方の都合であろう。
　職場のパソコンに打込んで、退職の際プリントアウトして持ち帰っていた練習
日誌が、思ったとおり押入れの奥にしまい込んであった。有難い。これで多少は
思い出せるだろう。

渡部　四郎

WORLD MASTERS ATHLETICS CHAMPIONSHIP
第 章3 世界マスターズ陸上競技選手権大会
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大会２週間前
　2016 年 11 月にオーストラリアのパースで行われた世界大会に出場した。生ま
れて初めてのパスポートの取得である。
　出発の 2 週間前、子犬の頃から 13 年間一緒に暮らしてきた、飼い犬（ダルメ
シアンで名前は三四郎）が死んでしまった。狩猟犬とか、牧羊犬とかの区分から
言えば、伴走犬という名の示す通り、足取りも軽く風のように駆け回る姿は胸の
すくほど美しかった。老衰であったのだろうが、自分にとっても家族にとっても
喪失感は大きく、特に 13 歳からの多感な時期を共に過ごした東京在住の三女に
至っては、仕事を休んでまでもお別れに帰ってきた。
　道後平野の西南に位置する谷上山（たがみさん）という自宅から 15 分ほどの
小高い山の山腹にあるペット専用の斎場で荼毘に付した。最後のお別れをし、ボ
イラーの音が響く建物を出て、少し離れた場所から小さな斎場を振り返って見て
いると、燃焼温度のせいか、煙突から上るもくもくとした黒い煙は、やがて一本
の白い筋となり、風に紛れることもなく晴れ渡った青空の中に消えていった。　
　その煙を見ているうちに、この数日間の重たく沈んでいた私の心は、何故だか
急に晴れ晴れと、更には爽快感さえも感じるようになっていた。私の目には、そ
の白い煙はどうしても三四郎にしか見えなかった。死の前の鉛のように重く自由
の利かなくなった姿ではなく、足取りも軽く駆けてゆく若々しい本来の三四郎の
姿…
　　秋空に煙りとなりて駆けゆくか
　　　その軽（かろ）きこと　笑みを残して

11 月３日 大会３日前　
　松山空港から福岡空港。福岡空港で 4 継（4 × 100m リレー）の二走を走る、
同じ愛媛の新居田氏と合流し、聞いたこともない航空会社の飛行機で香港に。そ
こからは香港で待合せていた三走担当で神奈川の石田氏との三人旅である。
　ちなみに私はスタートの一走で、アンカーの滋賀の大江氏は 100m の個人種目
出場のため前乗りしていた。
　福岡・香港間は距離 2 千キロで飛行時間約 4 時間、香港からオーストラリアの
パースまでは 6 千キロの 8 時間。それに乗換え時間も含めると、昼過ぎに松山を
出てパース到着は翌日朝の 7 時。うんざりぐったりの旅程である。
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　夜中の 3 時頃、オーストラリアの上空に入ってからは、時計盤の 12 時から 6
時半方向へと、ほぼ真南に向け飛ぶ。オーストラリアと四国の形はよく似ており、
飛行機の航路は四国の地図で例えれば、松山から宇和
島方向になる。豪州大陸の縦の長さは北海道から沖縄
までの距離とほぼ同じで、この先まだまだうんざりす
るほど長い。
　しかしながら、予想外の嬉しいことがあった。幾度
もの海外遠征で旅慣れた新居田氏から譲られた窓際
の席。小さな窓からは夜間飛行で最低限に落とした
機内の照明と、一万メートルを超える上空の澄んだ空
気のおかげで、息を飲むほど綺麗な星空が広がってい
た。

　ところで私の父親の話しである。「名前で人格は決まらん。」と、男兄弟の４番
目に生まれた私の名前を機械的に四郎と名付けた。当然兄の名前は三郎・二郎と
遡る。精神科医であるが大酒飲みであった。酔うと自分のことを「おいどん」と
呼ぶため、本人の前以外では誰からも「おいどん先生」と呼ばれていた。　　　　
　昭和 27 年に宇和島で開業した。本人は旧制中学時代から柔道をしていたが、
長男・二男には相撲をさせ、宇和島東高校相撲部の後援会長をして、二郎兄が卒
業するまでの宇和島のわが家は相撲部の合宿所のようなものになっていた。（二
郎兄の 3 年次には全国高校総体で団体優勝している。）
　自宅には柔道場があり、そこは相撲部員や小学生だった三郎・四郎も含めての
寝場所兼勉強部屋となり、多い時は 10 人近くの者が寝泊まりしていた。自宅裏
には相撲場を設け、病院が終わるとおいどんはパイプ椅子に腰かけ、嬉しそうに
練習を眺めていたものだ。
　相撲部の高校生たちは家族同然に暮らしており、もちろん食事代も取らず、お
手伝いさんもいたが 60 年も前のことで、ご飯はかまどで炊いていた記憶がある。
毎日十数人の食事洗濯等々、母もさぞかし大変だったことだろう。
　二郎兄が高校を卒業した頃には宇和島からその当時、車で 2 時間以上かかる御
荘（みしょう）町の平山という山の上に新たに病院を作り、医師不足のため病院
敷地の外れの院長住宅で単身赴任の数年を過ごした。御荘の院長住宅にも当たり
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前のように柔道場があった。
　大学生になった長男二男そして相撲部 OB の食べ盛り飲み盛りの面々は、夏休
み・冬休みに帰省しても、自分の家より居心地のいいおいどんの元に参集し、宇
和島の家族も休みの間は御荘で暮らした。食客三千人、まさに毎日が梁山泊の体
であった。
　しかしいい事ばかりではない。おいどんは夜が更けるまで酒を飲み、小便をし
に家の前の畑に出て、放尿をしながら空を見上げると、遮る灯りもない田舎の山
の上では、真夏の天の川は真昼の雲のように白く浮かび、瞬く星々の輝きは目に
痛いほどである。いたく感動したおいどんは道場の大きな蚊帳の中で、夕餉のお
かずのためと伝馬船を漕ぎ出しての釣りや素潜りの魚突きでくたびれ果て、酒宴
の席から一人抜け二人抜けと脱落して眠りこける男どもを大声で起こし、真夜中
の畑の中で、星や星座の話しを延々とレクチャーするのである。起こされた者ど
もは、小学生の三郎・四郎を含め眠れない。

閑話休題
　真夜中の飛行機の窓に額を押しつけながら見る
夜空の星は魂を抜かれるほどの美しさであった。 
今回のオーストラリア行の目的の一つに、北半球
の日本では見えない生の「南十字星」を見る、と
いうものがあった。ニュージーランドやオースト
ラリア国旗に描かれるそれである。おいどんのせ
いで星や星座には強い。
　窓の外、進行方向 10 時の方向。南十字がそこ
にあった。本物の南十字は見たこともなかったが、
直感的な確信。見た瞬間「やった、優勝？」隣り
で寝ている新居田氏にも見せてあげようかと思い
もしたが、わざわざ起こすのも気の毒だし、何よ
り窓を見るためにシートベルトで固めた自分の膝
の上に新居田氏の上半身が覆いかぶさる姿を想像して、やめた。
　　雲上の窓瞬くは瑞兆の
　　  南十字よ　我らを照らせ
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11 月 4 日 大会２日前
　7 時パース空港着。
　16 時より大会会場にてバト
ン練習

11 月５日　大会１日前
　終日フリー。
　単独にて近郊のフリーマント
ル探訪。　
　パース駅構内の書店にて星座
早見盤購入。

11 月６日　大会当日
　先着の大江氏は個人種目の
100m で世界 2 位となっていた
ものの、ライバルと目していた
ドイツチームの 4 人中 3 人は、3 位 4 位 5 位を占め、自他ともに認める圧倒的な
優勝候補。
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「ON YOUR MARK !」
　一瞬見上げた空は澄み渡っていた。風は第 4 コーナーから第 2 コーナーに向け
ての追い風。頭も身体も軽佻浮薄な自分には、まさに神風。

　ピストルが鳴った瞬間からの記憶は飛んでいる。気がついたときは会場いっぱ
いの地鳴りのような声援と、アンカー大江氏がドイツのアンカーをゴール手前で
抜き去るスローモーションの映像。
　　空渡る風はお前か号砲に
　　　駆け出す我れの　背（せな）を押したり

Watanabe
Japan

石田渡部 大江新居田
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＜日本チーム＞
渡部四郎　（愛媛）
新居田哲司（愛媛）
石田一夫　（神奈川）
大江良一　（滋賀）

König
Watanabe
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11 月 7 日　大会翌日
　帰りの飛行機は夜中の出発なので、昨夜
のささやかな祝宴の席で、明日は皆んなで
フリーマントルに行こうという話が出た
が、先日行ったばかりであるからと、お断
りをさせてもらった。行く先もさることな
がら少々、祭りの後の余韻に浸りたかった
のである。付き合いの悪いことこの上ない。
　先日訪れたフリーマントル行きの電車の窓から見え
たきれいな海。ビクトリアストリートという駅で降り、
海岸段丘の上にあったベンチから、日がな一日海を見
て過ごした。日本と南半球の季節は逆なので、ちょう
どこちらは 5 月の連休頃。
　暖かい陽射し、心地よい海風と水平線。
　　為すべきを　為したる朝は霜月の
　　　パースの海は　碧りなりけり

おまけ
　2020トロント大会に向けての松山での前回と同一リレーメンバー（M60→M65）
の同年 3 月に行った事前合宿はコロナのため、無駄骨となりました。
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　　著者　　渡部　四郎	(Shiro	WATANABE)	略歴

1955（昭和 30） 愛媛県宇和島市生まれ
1978（昭和 53） 松山商科大学卒
　〃　　　　 伊予銀行入行
2019（令和元） 退職

陸上競技履歴
1971（昭和 46） 宇和島南高校 1 年次より陸上部入部　
 陸上競技開始
1974（昭和 49） 松山商科大学入学時から卒業まで陸上部にて活動
1978（昭和 53） 伊予銀行入行後は宇和島にて陸上仲間と南予陸上クラブを創設し競技継続
1982（昭和 57）27 歳　入行後 4 年目の初転勤を機に陸上競技活動終了
2007（平成 19）52 歳　陸上競技復帰　現在に至る

受賞歴
個人の受賞歴は特にない
リレー（M55）4 × 100 において世界マスターズ大会（2016 豪州パース）にて優勝
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