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＜研究ノート＞

ｒマラソン競走」が４２ ，１９５ｋｍの距離に設定

　　　　　　　　　　されるまでの経緯

岡　尾　恵　市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜はじめに＞

　２０００年９月２４日 ，「第２７回オリンピック ・シドニー大会」における女子マラソンにおいて，高

橋尚子選手（積水化学）が２時間２３分１４秒の大会新記録を樹立して，日本女性として初のオリン

ピックｒ金メダル」を獲得したことは記憶の新しいところである 。彼女は，帰国後の国民挙げて

の歓迎セレモニーやマスコミ界の喧喋の中にあっても ，２００１年に入って本格的な練習を再開し ，

シドニー 大会からほぼ１年後にあたる２００１年９月３０日 ，「第２８回ベルリン ・マラソン」では予告

通り ，女性として初の２時間２０分の壁を破る２時間１９分４６秒の「世界最高記録」を樹立した。こ

の記録はその１週問後，「シカコ ・マラソン」においてキャサリン ・ヌテレハ（Ｃａｔｈ
ｅｍ．

Ｎｄ。。。ｂ。）［ケニア１が２時間１８分４７秒で走り ，「世界最高記録」を更新したものの，高橋選手は

世界の第一人者であることを証明して見せた 。

　今般の高橋選手が他の外国諾選手たちを向うに廻して堂々と疾走する雄姿は ，１９９２年 ・９６年の

両オリンピヅクで有森裕子選手（当時リクルート）が得た「銅 ・銀メタル」の時もそうであった以

上に，多くの国民に勇気と希望，感動を与えるとともに，「マラソン競走」が心身に与える厳し

さや過酷さ見せつけ，この競走に対するの国民の関心をいやが上にも深めさせる役割をも果たし

てくれた 。

　しかし，現在ではこうして女性選手にばかりに焦点が当てられてはいるものの，わが国男性陸

上競技選手が国際的なレベルでｒマラソン競走」に初めて参加したのは，今から遡ること９０年
，

１９１２（明治４５）年，ｒ第５回オリンピ ソク ・ストヅクホルム大会」に金栗四三選手（当時東足高師）

が， わが国近代体育 ・スポーツ界の祖であり ，講道館柔道の創始者である嘉納治五郎師範に率い

られて出場したのが晴矢であった。それ以降，わが国がオリンピ ック選手を派遣する度に，必ず

「マラソン競走」には複数の選手が出場，１９８４年以降は女性選手をも含めて数多くの選手を送り

出してきた。また，１９８３年からは「国際陸上競技連盟（Ｉｎｔ．ｍ．ｔ１．ｎ．１Ａｍ．ｔ．ｕ． Ａｔｈ１．ｔ１． Ｆ．ｄ。。。ｔ１．ｎ＝

ＩＡＡＦ）」が主催する「世界陸上競技選手権大会」（当初は４年毎の開催であったが，９１年以降は２年毎

の開催となっ ている）にも男女選手が出場し，１９９１年には谷口浩美選手（旭化成），９３年には浅利純

子選手（当時タイハソ），９７年の鈴木博美選手（当時積水化学）らが堂々と優勝を飾 って「世界選手

権者」となり ，日本の国民にとってｒマラソン競走」が陸上競技のなかで，最も人口に膳灸した

（３７０）
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種目となっていることは言を待たない 。

　さて，このｒマラソン競走」の距離が，現在４２ ，１９５ｋｍ（＝２６マイル３８５ヤード）と決められ公

認種目として実施されていることは，９０年にわたって積み重ねてきた日本代表選手たちの活躍振

りを伝えるＴＶ放映，ラジオ放送や新聞 ・雑誌等のマスコミを通じて，物心のついた小学生で

も知 っているにもかかわらず，この距離がどの様な綴過で決められ，実施されてきたのかについ

ては，案外知られていないのが実情である 。

　今報では，「近代オリンピ ック」において「マラソン競走」が実施されるに至る経緯，それ以

降， 初めて４２ ，１９５ｋｍの距離を使 ってレースが行なわれた１９０８年の「第４回オリンピ ック ・ロ

ンドン大会」時の採用の状況，さらにその後，この距離が世界の「マラソン競走」の公認の距離

とされたことについて，明らかにしたい 。

１． ｒマラソン競走」の故事

　現地名「マラトン」の英語読み「マラソン（Ｍ。。。ｔｈ．ｎ）」は ，ギリシャの首都アテネの東北約

３８ｋｍに位嵩し ，アッティカ（Ａｔｔｉｋ三）の東海岸に沿 って広がる幅約４ｋｍ，長さ約８ｋｍに及ぶ
　　　　　　　　１）
平原の地名である 。ギリシア時代の歴史家ヘロドトス著（Ｈ。。ｏｄ．ｔｕ。）の『歴史』（Ｈｉ．ｔｏ．ｉ。。）巻６

の１０２～１１６には紀元前４９０年，ペルシアｌＯＯ ，ＯＯＯの大軍がエーゲ海を渡ってこの地に上陸しようと

した時，わずか９ ，ＯＯＯのアテネ軍が地の利を活かして勝利したことが言己されている 。
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　　「マラソン合戦」時のギリシャ ・ペルシャ両軍布陣の図
（『Ｔｈｅ　Ｅｎｃｙｃ１ｏｐｅａｄｉａ　Ｂｒｉｔａｎｉｃａ１４ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ１９２９』ｐ．８５８より）

　この時，劣勢であったアテネ軍の司令官ミルチアディス将軍（Ｇ．ｎ。。。１Ｍｉ１ｔｉ．ｄ６。）が「飛脚を業

とする健脚家（ｈ・１… ｄ・・ｍ・１）」のフェイティピテス（Ｐｈ・１
ｄ１ｐＰｌｄ・・）またはピリノ ピテス

（ＰｈｉｌｉｐＰｉｄ・・）を１３６マイル（２１９ｋｍ）あるいは！５０マイル（約２４０ｋｍ）離れたスパルタに援軍を求め

るために派遣した。彼は２昼夜かけて川を渡り ，山を越えて走りスパルタに到着後，出兵を要請

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７１）
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した。スパルタはアテネ軍に支援の出兵を約束したものの，ｒ慣法」により満月以降でないと援

軍は出せないと伝えた。ピリッ ピデスが到着したのは上弦の月を過ぎたばかりの９日目であり ，

スパルタの軍勢の出兵は満月まで待たねばならなかったが，その間ペルシア軍の艦隊をペイシス

トラトス（Ｐ・１・１・ｔ・・ｔ・・）の子のヒソ ピアス（Ｈ１ｐＰ１・・）がｒアソティカ地方で騎兵の行動に最も好

都合」なマラトンに誘導してアテネの軍団９ ，０００の兵と ，来援に駆けつけたプラタイア軍

（Ｐ１・ｔ・１・）の総兵力１ ，０００の兵が，ミルチアテイス将軍の指揮の下，ｒマラソン」の平原に進み ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
大船団を組んで海を渡って攻めてきたペルシア軍を長時間の戦いの末，地の利を活かして破った 。

　　　　　　　　　　　３）
　しかし，『Ｂｒ１ｔａｎ１ｃａ』等に紹介されているｒ近代オリンピ ソク」にｒマラソン競走」を導入す

る契機となった逸話，すなわち ，ピリッ ピデスが援軍依頼のため遠路疾走の任を終えた時には ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
「すでに “ミルチアディス将軍の巧みな戦略”によってアテネ軍は勝利していたので，ピリッ ピ

デスはさらにアテネの元老や市民が待つ市中まで走 って，“喜べ，勝ったぞ！” と告げた後，市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
民の歓声もよそに，そのまま倒れて絶命した」という話は，上述のヘロドトスの『歴史』には全

く触れられていない 。

　このことについて，西洋古代史専攻の元東足大学教授，村川堅太郎氏は『オリンピア』のなか

で， ｒこの話は紀元２世紀の文人ルキアノス（Ｌｕｋ１・ｎ・・）の一篇に書かれているが，この歴史家で

もない作者が “故意か軽率にか”ヘロドトスに登場するピリッ ピデスという人物を，マラトン合

戦直後に今一度力走させたとみて間違いあるまい」とし，さらにこれとは別に，紀元１世紀のプ

ルターク（Ｐ１ｕｔ… ｈｏ・）の一つの随筆のなかに，ｒポントスのヘラクレイティース（Ｐｏｎｔ１ｋ・・

Ｈ… ｋ１・１ｄ・・）の伝えるところでは，テルシソ ポス（Ｔ・１・１ｐＰ・・）が，しかし多くの説ではエウクレ

イデス（Ｅｕｋｌｅ１ｄｅ・）が，合戦のほとぼりのさめぬうちに，武装したままで走って，かれは第一の

人の家の戸口でイトれ（たおれ）“喜べ，嬉しい
’’

といっただけですぐに息を引き取った」とあるの
　　　　　　　６）
を紹介している 。さらに村川教授はｒヘラクレイディースは前４世紀末の人でアリストテレス

（Ａ．ｉ．ｔ．ｔ．１。。）の弟子である 。それゆえ，マラトンの故事の伝えは，戦いから１世紀半くらい後の

本には書かれていたことが明かである 。それ以上は今日の史料では遡れないようである」として ，

「伝承の走者の名前がまちまちであるのは少々気にかかる…… 。（中略）そこで名前はどうでもよ

いとして，本当は急使が走ったのであろうか。批判的な学者は，突撃しただけでも大変な肉体的

負担だった重装歩兵が，ヘロドトスのいうように，戦闘の直後に全軍が力走して帰るのはとても

無理で，それはマラトン合戦当日のことではありえない」と述べ，さらにｒアテネ人のマラトン

勝利への感激は非常なものだったはずで，その第一報をもたらしてイトれた人物が本当にいたなら

ば， 銘文つきの碑でもすぐ立ちそうだ。それがあればまちまちな名が伝わることはなさそうであ

る。…… 」と書いてｒマラソン合戦」の結果報告の話は，後日の諸記録のなかから付け加えられ

た話の色合いが濃いことを示唆している 。

２． ｒオリンピ ック大会」におけるｒマラソン競走」導入の背景

陸上競技種目としてのｒマラソン競走」はそれほど古い競技ではない。この種目は１８９６年，フ

ランスのクーベルタン男爵（Ｂ。。。ｎ　Ｐｉ。。。。 ｄ． Ｃ．ｕｂ。血ｉｎ）の提唱でｒ古代オリンピア競技」を復活

してｒ近代オリンピ ック」を開催する準備段階で，大会の目玉の種目として意図的に導入された

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７２）
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種目だからである 。

　ｒ近代オリンピ ック」復活を企図したのはフランスのクーベルタン男爵が中心となったことは

余りにも有名な話であるが，１９世紀末に彼が第１回大会の開催地にふさわしい場所と考えたのは

「古代ギリシア競技」と縁の深いギリシアの首都アテネであったが，１９世紀末のギリシアでは政

府・ 政党 ・王室間に政治抗争が持ち上がっていたことのほか，国家財政は債券国に対する賠償と

サロニカ鉄道への多額な費用が重なり極端な経済緊縮政策がとられ，ギリシア政府はオリンピ ッ

ク開催に難色を示したので「マジャール国家建設１ ，ＯＯＯ年にあたるハンガリー が自らの記念祭期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
間中に開催しても良い」との申し出があった程であった 。

　しかし，クーベルタンと初代会長を引き受けた，当時のアテネの著名な作家ビケラス
（Ｄ．ｍ．ｔ。。ｕ． Ｖ１ｋ．１。。）は根強いアテネ市開催の希望をもち，大会準備を進める中，当時の世論は

「オリンピ ック」の意義や内容の何たるかを知る人は皆無であり ，まして，開催予定地，ギリシ

ア国民の「オリンピ ック」の認知度や関心は低く ，関係者がギリシア国民に「オリンピ ックＰＲ

活動」を様々な形で進める必要があ った 。

　その一つとして，このｒオリンピソク大会」で実施を予定していた陸上競技種目の多くは ，１９

世紀中葉以降，イギリスおよびアメリカを中心に行なわれてきたものであり ，ｒ古代ギリシア競

技」で行なわれていた種目は短距離走と走幅跳，円盤投のみであり ，ギリシアの人びとを納得さ

せるためには程遠いものであ った。そこでクーベルタンは，１８９４年６月２３日の「ＩＯＣ」発足総会

以降，同年７月になって良き友人であり ，相談相手でもあったパリ ・ソルボンヌ大学の言語学 ・

歴史学者であるブレアル教授（Ｐ。。ｆ．Ｍｉ．ｈ．１Ｂ．６．１）の助言を受けて，前述の「マラソンの故事」

を正当化して，陸上競技種目の一つとして，このｒマラソン競走」を行なうというｒ取って置き

の妙案」を導入して，ギリシア国民の目をｒオリンピ ック大会」の復興に向けさせようとしたの
　　８）
である 。

　この案にヒケラスが賛同の意を表わし，これが起爆剤となって大衆の募金活動が活発となり ，

特別切手の売上増加にもつながっていった。さらにその後，ケオルク国王（Ｋｍｇ　Ｇ…ｇ・）以下の

王室と新首相テリュアンニス（Ｐ・ｍ・
Ｍｍ・・ｔ・・ Ｔｈ・・ｄｏ…　Ｄ・１・ｇ１・ｍ・・）がオリンピ ノク開催への支

持表明，運営費用は１８５９年１１月１５日に「第１回復活オリンピ ック大会（。。ｖｉｖ．１．ｆ　ｔｈ．Ｏｌｙｍｐｉ．ｎ

Ｇ．ｍ。。）」を行なうに当たってキリシアの有名なスポーソの愛好者で慈善事業家のザ ソパス

（Ｅ。。ｎｇ．１ｉ． Ｚ．ｐｐ。。）とその弟の寄付によって建設された体育館等の諸施設とその後の資産運用に

当たっ ていた「ザ ッペイオン協会（Ｚ．ｐｐ．ｉ．ｎ）」から支出されることが決まるとともに，エジプト

のアレキサンドリア在住のギリシア国籍の豪商アヴェロフ（Ｇ。。。ｇｉ．ｕ． Ａ。。１。旺）による９２万ドラ

クマの巨額な寄付によって７０ ，ＯＯＯ人収容の総大理石製のスタンドを持つ「パンアシナイコン競技

場（Ｐ．ｎ．ｔｈｍ．１ｋ．ｎ　Ｓｔ．ｄ．ｕｍ）」が建設され，様々な事前ＰＲによっ て総額３３０万とも４００万トラクマ

ともいわれる資金が集まり ，ようやく開催の目処がたった。その後，ビケラスの努力もあってコ

ンスタンチヌス皇太子（Ｃ。。ｗｎ　Ｐ．ｍ。。 Ｃ．ｎ．ｔ．ｎｔｍ。）を委員長とする大会準備委員会が正式に設立

され，１８９６年４月６日 ，主競技場に超満員の観衆が見守るなか，１３か国３１１名の選手役員の出場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
によって歴史的なｒ近代オリンピック大会」の幕が切 って落とされることになったのである 。

　さて，こうして実施の決まったギリシア国民注目の「マラソン競走」であったが，大会本番ま

でに２回のレースが行なわれたことについては案外知られていない。まず，大会の１か月前に ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７３）
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ギリシアのスポーツ ・クラブの会員を対象に「マラソン古戦場」前の橋からメインの「パンアシ

ナイコン競技場」までの４０ｋｍのオリンピ ック本番と同じコースを使 って，３月１０日に出場者

１２名でレースを行なった。その結果，ウァシラコス（Ｈ。。１１。。。 Ｖ。。１１．ｋ。。）が３時問１８分００秒で優

勝した。さらに２週間後の３月２４日にもリハーサルとギリシアの出場選手の選考を兼ねて３８名の

出場で同じコースを使って再ぴレースが行なわれ，ラフベンティス（Ｌ．ｖ。。ｎｔ１。）が３時間１１分２７

秒で優勝した。ちなみにオリンピ ック本番で優勝することになるルイス（Ｓｐｉ．ｄ．ｎ　Ｌ．ｕｉ。）は３時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
間１８分２７秒で５位に入 ってオリンピックヘ出場権を手にしている 。

　オリンピ ックにおける初めての「マラソン競走」は陸上競技種目最終日の４月１０日午後２時 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
地元ギリシアの１２名を含む１６名（１７名との記述のあるものもある）の選手が，パパディアマントポ

ロス大佐（Ｍ・ｊ・・ Ｐ・ｐ・ｄｍ・ｎｔ・ｐ・ｕ１・・）の短い挨拶の後，彼の撃つ号砲の合図で地元の村人わずか

数百人が見守る中，「マラソン古戦場」の記念碑前の橋から４０ｋｍ先のメイン競技場に向けて出

発した。レースには，オートバイと写真撮影用トラックが先導し，付添の審判員と医師は自転車
　　　　　　　　　　　　　１２）
と荷台のついた馬車で随行した 。

　レースは自国選手応援のために約１００ ，ＯＯＯの人が沿道を埋め尽くすなか，前半の２０ｋｍ地点近

くまで先頭に立ちぺ一スメーカとなったのは，この大会の１ ，５００ｍで３位になっ ているレムシ

ョー（Ａ１ｂｍ　Ｌ．ｍｕ．１．ｕｘ）［フランス１で ，８００ｍ ・１ ，５００ｍのｒ金メタリスト」のフラソク

（ＥｄｗｍＦｌ。。ｋ）［オーストラリア１が続いた。やがて急勾配の上り坂と砂利道で選手たちは疲労し ，

数人が脱落し始めた。この地点では上記の２人のほかに１ ，５００ｍで２位であったブレイク

（Ａ・ｔｈｕ・ Ｂ１．ｋ・）［アメリカ１やケルナー（Ｇｙｕ１・ Ｋ・１１ｎ・・）［ハンカリー１とともに３月の第２回目

のトライアル優勝者で地元のラブベンテイスとルイスの順で通過していった 。

　その後２３ｋｍ地点で，ブレイクが脱落，第１回目のトライアルの優勝者ヴァシリコスが３位

に浮上してきた。しかしトッ プを走っていたレムショーはピケルミ村（Ｐｉｋ。。ｍｉ）の村人が歓迎の

意味で差し出したワインを飲み干したためアルコールがまわって足下が怪しくなり２４ｋｍ地点

の急な上り坂で後退，結局３２ｋｍ地点で落伍した。その後フラックが先頭を奪ったが，同じく

ピケルミ村でワインを少々飲んで気合いを入れたルイスが確実なぺ一スで上位に進出し，３３ｋｍ

地点でフラックを追い抜いて先頭に立ち，勝利への走りを始めた。フラックも３６ｋｍ地点まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は並走していったもののその後フ

超満員の競技場に，皇子と親王に並走されて帰還したＳ ・ルイ

ス選手［左端１
（『Ｔｈｅ　Ｇｕｍｎｅｓ　Ｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｔｈ１ｅｔ１ｃｓ　Ｆａｃｔｓ　Ｆｅａｔｓ（１９８２） ，ｐ１１』

Ｐｅｔｅｒ　Ｍａｔｔｈ
ｅｗｓ

著より）１５）

ラックは約２０ｍ遅れて，ついに

アンベロキピ村（Ａｍｂ．１ｏｋ
ｌｐ１）近

くの３７ｋｍでルイスがさらにぺ

一スを上げて，完全に先頭に立ち ，

勝利を確信する状況を作った。フ

ラックは心身共に疲れてここで落

伍して収容馬車に乗った。この知

らせは騎馬兵によって逐一競技場

の観衆に知らされたが，レース前

半には地元選手が先頭を走ってい

ないという情報にがっかりしてい

（３７４）
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灘

　　優勝者Ｓ ・ルイス選手
（『Ｔｈｅ　Ｇｕｍｎｅｓｓ　Ｂｏｏｋ　 ｏｆ　 ｔｈ

ｅ

Ｍａｒａｔｈｏｍ（１９８４）
，ｐ．１２』Ｒｏｇｅｒ

Ｇｙｍ著より）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３

た競技場で待つ７０ ，０００万人の観衆は，この朗報を聞いて大歓
　　　　１３）
声をあげた 。

　競技場の大理石のゲートを一番で入ってきたのは地元ギリ

シアでも無名の羊飼い兼郵便配達夫のルイスであった。大観

衆は総立ちになりコンスタンチヌス皇太子と国王の弟ケオル

ク親王（Ｐｍ・・ Ｇ…ｇ・）は喜ひのあまりクラントに降り立 っ

て最後の２００ｍを挨と汗まみれになったルイスとともにゴ

ール地点まで並走した。国王も喜んで海軍帽を振り ，ルイス

に手を差し伸べて賞賛の握手をした 。

　この光景を見た観衆の女性のあるものは興奮の余り身に付

けていた宝石類を彼の足下に投げつけ，子どもたちは彼の靴

を磨こうと群れをなしたといわれている 。ルイスが４０ｋｍ

を走った優勝記録は，２時問５８分５０秒であった。さらに７分

後， 同じギリシアのヴ ァシリコスが入り ，３位にはまだ１０代

の地元のベロカス（Ｓｐｉ・ｄｏｎ　Ｂｅ１ｏｋａ・）が入 ってきたが，４位

で競技場に姿を現わしたケルナーは，「自分はベロカスに追

い抜かれたことは絶対にない，彼は乗物に乗せてもらったの

ではないか」と抗議して，審判長のゲオルグ親王がこれが認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
めたためベロカスは失格，ケルナー が３位となった 。

　４月１０日から始まった陸上競技１１種目のうち ，ほとんどを

アメリカと欧州各国の選手に優勝と上位入賞の奪われ続けてきていて欲求不満がたまっていた地

元の大観衆にとって，地元ルイスのこのレースにおける優勝は何にも増して，ギリシアの国民を

興奮の渦に巻き込み，この大会および「オリンピック大会」そのものについての意識を大いに高

揚させたことは問違いはない。大会後に国王がｒオリンピ ックは永遠にギリシアの地で開催した

い」と発言するに及んで，１０年後の１９０６年には俗に「中問大会」と呼ばれる記念大会を開かせる
　　　　　　１６）
契機をも作った 。

３． ｒマラソン競走」の世界的認知

　この大会の模様，とりわけ沿道と超満員の競技場の観衆の興奮を誘ったｒマラソン競走」の様

子は，早速世界各地に打電されたことによって，他国でもロードを走るこの超長距離の醍醐味を

味わってみたいとの試みが早くも２か月後に現れた。同年６月１９日 ，フランスのパリからコーン

フラン（Ｃ・ｎＨ・ｎ・）までのレースでイキリスのハースト（Ｌ・ｎ　Ｈｕ・・ｔ）が優勝して２ ，ＯＯＯフランの賞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
金のほかにルイスの記録を破ったというのでさらに２ ，０００フランのボーナス金を得た 。

　さらにこのオリンピックの「マラソン競走」には９人の外国選手が出場したが，アメリカはこ

の「マラソン競走」に唯一参加したブレイクが，２３ｋｍ地点で落伍したこともあっ て， この大会

に選手 ・役員の大部分を送り込んでいたボストン陸上競技協会（Ｂ。。ｔ．ｎ　Ａｔｈ１．ｔｉ． Ａ。。。。ｉ．ｔｉ．ｎ）は
，

大会から帰国早々 ，次回大会に向けての強化を図る目的もあって，翌年４月１９日の「独立戦争

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７５）



　４４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

（Ｒ。。。１ｕｔ１．ｎ　Ｗ。。）」にちなんだ国民の休日の「愛国記念日（Ｐ．１エ１．ｔ． Ｄ．ｙ）」に大会を開く企画をた
　１８）

てた 。

　しかし気の早いニューヨーク市のニソカーホソカー陸上競技クラフ（Ｎ．ｗ　Ｙ。。ｋ　Ｃ１ｔｙ　Ｋｍ．ｋ。。
一

ｂｏ．ｋ。。 Ａｔｈｌ．ｔ１． Ｃｌｕｂ）は，同年９月２０日の秋の大会をコロンビア ・オウハル［競技場１（Ｃ．１ｕｍｂ１．

Ｏｖ．１）で開催したとき ，汽車でコネチカット州のタンフォードまで３０人の選手をつれて行き ，メ

インの競技会場までの２５マイル（：４０．２６ｋｍ）のマラソンレースを行なった。この時の優勝はマ

クダーモソト（Ｊｏｈｎ　Ｊ　Ｍ・ｄ・ｍｏｔｔ）で，記録はアテネでのルイスよりも３０分も悪い３時間２５分５５

秒６でありながら ，観衆のこのレースに寄せる関心は大きく ，多くの見物人がオウバルにや って

きた
。

　またこの時の様子は『Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｍｅｓ』が，「午後３時５１分に，マクダーモヅトが競技場に

現れると “来たぞ，来たぞ”と ，叫び声が競技場を渦巻いた。この国ではじめて開催されたレー

スだと知っている女性たちは，ゴールが近づくにつれて，ハンカチを打ち振り ，興奮して絶叫し

た男たちはこの “アメリカ ・マラソン”の勝者を見ようと自分の席を飛びだしトラックに飛び出

していった。審判員は任務を忘れ，他の種目に出場している選手も見物人となってしまう程だ っ
１９）

た」 ，と大々的に報じていることから見ても ，その異常な興奮の様子が想像される 。

　さらに翌年にはポストン陸上競技協会は予定通り ，「愛国記念日」の祝日にアシュランドのメ

トカルフ ・ミル（Ｍ．ｔ。。１ｆ。’。ｍ１１ｍ　Ａ．ｈ１．ｎｄ）から市内のエクスター通りまでの２４マイル１ ，７３２（＝

３９ｋｍ）のロードレースを実施した。これ以降，２１世紀を迎えている現在まで，コースと距離に

若干の変化はあったものの１００余年問にわたって同じ４月のｒ愛国記念日」にｒボストンマラソ
　　　　　　　　　　　　　　　２０）
ン」の名のもとに大会は続いている 。

　以後欧米各地では，この種の長距離ロードレースがオリンピソクで実施された４０ｋｍ前後の

距離をひとつの基準として設定して，着実に根を下ろして実施されはじめた。次表はＤａｖｉｄ．Ｅ

Ｍａ廿ｍ 博士著の『Ｔｈｅ　Ｍａｒａｔｈｏｎ　Ｆｏｏｔｒａｃｅ（１９７９）』に記されている１９世紀末から２０世紀冒頭に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
おいて欧米各地で行なわれたレースの概要を筆者がまとめたものである 。なお，この表から数回

のオリンピ ヅク大会を経験するなかで，大会で上位入賞した選手のなかには，プロ 選手に転向し

て欧米を股にかけて転戦し，賞金稼ぎをする者も数多く現れるほど，このｒマラソン競走」が ，

短時間のうちに多くの人々の興味と関心を奪い，世界的な認知を受けていったことがわかる 。

大会名（開催地） 年・ 月・ 日・ 時 距離（ｋｍ） 優勝者氏名 優勝記録 備　考

フランス（パリ→ベルサ
ユ往復）

１８８５ ・０４ ・１１ ３８ Ｌｏｕｉｓ Ｓａｕｓｓｕｓ ２・ ３６ ・３０

ニューヨーク １８９６ ・０９ ・２０ ４０ ．２６

２５マイル）

Ｊｏｈｎ

．ＭｃＤｅｍｏ肚

３・ ２５ ・５５ ・６

ノルウェー・ アテネ ・レ

ス

１８９６ ・１０ ・０４ ４０ ．２ Ｈａｌｌｓｔｅｉｎ

　Ｂｊｅｒｋｅ

３・ ３４ ・３６

ハンガリー １８８６ ・１０ ・０４ ４０ Ｂｅ１ａＪａｎｋｏ ３・ ２９ ・００

パリ→コンフラン往復 １８９６ 約４０ Ｌｅｎ Ｈｕｓｔ ２・ ３１ ・２９ ・８ プロ 走者のみのレース

第１回ボストンマラソン １８９７ ・０４ ・１９ ３９

２４ ．７マイル）

Ｊｏｈｎ

．ＭｃＤｅｍｏ廿

２・ ５５ ・１０

１８９７ ・０５ ・３０ 約４０ Ｎｉ１ｓ

　Ｏｒｓｔａｄｉｕｓ

４・ ０５ ・３９ ・６

（３７６）
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ノルウェー・ アテネ ・レ

ス

１８９７ ４０ ．２ Ｈａ１１ｓｔｅｉｎ

Ｂｊｅｒｋｅ

３・ ３１ ・３４ ・４ ノルウェーでの初マラソン
１９５０年まで継続）

第２回ボストンマラソン １８９８ ・０４ ・１９ ３９

２４ ．７マイル）

Ｒｏｎａ１ｄ

ＭｃＤｏｎａｌｄ

２・ ４２ ・００

デンマーク選手権大会 １８９８ ・０４ ・２４ ４０ ．２ Ｍａｉｉｎｕｓ

　Ｏｌｓｅｎ

２・ ５６ ・２０ Ｂｊ・・ｋ・ は３位

ドイツのレース １８９８ ・０７ ・０３ ４０ Ａ血ｈｕｒ

　Ｔｅｃｈｔｏｗ

３・ １９ ・０５ ドイッでの初マラソン

第３回ボストンマラソン １８９９ ・０４ ・１９ ３９

２４ ．７マイル）

Ｌａｗｒｅｎｃｅ

　Ｂｒｉｇｎｏｌｉａ

２・ ５４ ・３８

ストックホルム→サタダ
レ

１８９９ ・０８ ・１３ ４０ ．２ Ｊｏｈａｎ Ｎｙｓ血ｏｍ ２・ ５４ ・１４ ・２ スェー デンでの初マラソン

パリ→コンフラン往復 １９００ ３８ Ｌｅｎ Ｈｕｓｔ ２・ ２６ ・４７ ・４

表１　第１回アテネ大会前後の欧米の各種「マラソン競走」

４． ｒ第４回ロンドン大会」（１９０８年）のｒマラソン競走」を行なうまでの

　　ｒオリンピ ック大会」におけるｒマラソン競走」

　「第２回オリンピ ック ・パリ大会」（１９００年）は，近代オリンピ ック復活を唱えた，クーベルタ

ン男爵の努力と功労もあって彼の出身地であるパリでｒ万国博」の一部として行なわれた。会場

設定に関して粁余曲折があった後，ポア ・ド ・フロニュー（Ｂ．１．
ｄ． Ｂ．ｕ１．ｇｎ。）のフランス ・レー

シンク ・クラフ（Ｒａ．ｍｇＣ１ｕｂｄｅ Ｆ．ａｎ。。）の１周５００ｍのクラス ・コートを借りて行なわれた 。

この時の「マラソン競走」に使った コースは，競技場を３周した後，旧パリ市街地を守るために

作られた防護壁を周回し，再び競技場に戻 って競技場を３周走る２５マイル（４０．２６ｋｍ）に設定さ

れていた。防護壁を回るコースは古い敷石の道で所々破損しているという散々なものだ った上に ，

７月１９日にもかかわらず真夏の太陽が照りつけ３９度の炎天の下，極めて困難な条件下でのレース

となったので，７カ国 ・１９人の出場者中，完走者はわずか８名になってしまったが，コースを熟

知した地元フランスのパン配達人テアト（Ｍｉ．ｈ．１Ｔｈ６．ｔ。）が，「人問も蒸発してしまいそうだ」

といわれる高温下でよく頑張り２時問５９分４５秒で優勝し，地の利を活かしたフランス選手が２ ・

４位にも入 った。満を持して参加したアメリカ選手たちは５～８位に落ち，４位以下は４時間以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
上を要し，６位以下の記録は今になっても全く残っていないという状況であ った 。

　「第３回オリンピ ック ・セントルイス大会」（１９０４年）は，１８９４年の「ＩＯＣ」発足当時から大会

の復活についてクーベルタン男爵を側面から支援してきたプリンストン大学のスローン教授

（Ｐ・・ｆ　Ｗ１１１１・ｍ　Ｍｌ１１１ｇ・ｎ　Ｓｌ・・ｎ・）の努力に報いるとともに，この時期にはアメリカのスポーツがす

でに欧州諸国よりも進んでいるとの判断等から ，大会は大西洋を渡って，アメリカのセントルイ

スで行なわれた。この大会もまた前回のパリ大会と同様，「万国博」と同時に開催するという形

がとられた。これは必ずしもクーベルタン男爵たちの思惑とは相容れないものであり ，「オリン

ピック大会」はまたもやｒ万国博」のｒ余興的行事」として行なわれることとなったのであった 。

　この大会のｒマラソン競走」は８月３０日 ，競技場を５周した後，急な長い上り坂と下り坂が混

在する７つの丘がある上に，わずかばかりの敷石の道と大半が未舗装の挨っぽい道路を使って競

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７７）



　４６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第５０巻 ・第４号）

技場に帰る ，史上最も過酷といわれる４０ｋｍコースでおこなわれた。出場選手は，開催国のア

メリカからの１７名とギリシアからの１０名が中心であったが，中には南アフリカからｒ万博」のボ

ーア戦争の展示館に働きに来ていて飛び入りで走った者やキューハの大会で勝って旅費をもらい

ながらニューオルリンスでケームをして持金がなくなりヒソチハイクでセントルイスにや ってき

て長袖シャツ長スボンのまま走った選手等，５カ国 ・３２名によって競われた。レースは前回同様

真夏の午後スタートをしたため気温は３２度にもなっていた上に，挨っぽいコースに審判 ・医務 ・

応援団の乗る自動車が並走して選手たちは悪戦苦闘して走ったが，今日のように給水地点がルー

ル化されていなかったこともあって，スタートから１９ｋｍ地点までは水は全く用意されず，選

手たちは這這の体で走り抜け，完走者はわずか１４名で，優勝したのはイギリスバーミンガム生ま

れで移民してアメリカ国籍を持つヒノクス（Ｔｈｏｍ。。 Ｈ１．ｋ。）であった。彼は，途中絶え間なく伴

走者からキニーネやブランデー等の飲物，卵を手渡されながら先頭を維持して勝ったものの記録

はオリンピック史上最悪の３時問２８分５３秒であり ，２ ・３位もアメリカ勢が入ったが４位以下の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
氏名は公表されているものの計時の記録は上位３名のものしか，今日になっても残っていない 。

　またこの大会では，今日には考えられない様なマラソンｒキセル事件」が起った。というのは

１５ｋｍ地点で痙撃を起したアメリカのロッッ（Ｆ。。ｄ　Ｌ。。。）は，審判員から車に乗る様に指示され

たものの，３２ｋｍ地点で車が故障したため，車から降りて再び走り出した。元気の良い彼は走り

続ける選手たちを後目に，本人は「冗談で走っているだけ」というつもりだったが，競技場周辺

道路には大変多くの見物の観衆がいて，コース圏外に出る訳にも行かないまま競技場に入り ，本

来の先頭のヒックスより約１５分早くゴールテープを切 ってしまった。会場では彼の記録が放送さ

れ， アメリカ ・ルーズベルト大統領の娘アリス（Ａ１ｉ。。 Ｒ。。。。。。１ｔ）と並んで記念撮影等を行なっ

たが，一緒に走った選手たちから審判団に抗議が出された。審判団は彼を乗せた車の運転手から

状況確認をした後，当然彼を失格させるとともに，アメリカのアマチュア競技連盟（Ａｍ・ｔ・ｕ・

Ａｔｈｌ．ｔｉ． Ｕｎｉ．ｎ＝ＡＡＵ）は彼を「終身競技出場禁止」とした。しかし彼はその後，１９０５年の「ボ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
ストンマラソン」に優勝するなどの逸話を作った 。

　さらに１９０６年は，「近代オリンピック大会」が復活して１０年目を記念して，俗に「中間大会

（Ｉｎｔ．ｍ．ｄ１．ｔ． Ｏ１ｙｍｐ１．ｆ。。ｔ１。。１）」〔正式には１９４８年の「ＩＯＣ総会」でこの大会の呼称を「国際競技

会（Ｉｎｔ．ｍ．ｔ１ｏｎ．１Ｇ．ｍ。。）」と統一した〕と呼ばれる大会がアテネで開催された。オリンピ ヅクは

本来４年に１回，開催することと決めていたが，１８９６年の大会が成功裏に終了し，ギリシア国民

に大きな感動と感激を与えたことから国王の意図もあってこの臨時の大会が１９０６年４月２２日～５

月２日 ，２０か国８８４名の選手が参加して，第１回大会と同じ会場を使って以前にも増して規模を

拡大して開催された。ようやくこれで「オリンピ ック」が世界に認知されたといえる状況が生ま
　　　　　２５）
れたのである 。

　この大会の「マラソン競走」は，この大会に向けて地元ギリシアでは，「１０年前の感激をもう

一度」と ，大会２ヵ月前の３月１７日に本番で使うコースで事前にレースを行なうという熱の入れ

方であった。この時のコースは「マラソン古戦場」前の橋をスタートし，パンアシナイコン競技

場をゴールとすることは前回と同じで，前半の３０ｋｍは標高２００ｍの上り坂があるものの，残

りの１０ｋｍは１４０ｍの坂を下るという前回より易しいコースを通る道を選んだので，距離は前

回よりやや伸びて４１ ．８６ヒｍ（＝２６マイル）に設定され，５月１日午後３時，地元ギリシアの選手

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７８）



　　　　　　　　 「マラソン競走」が４２，１９５ｋｍの距離に設定されるまでの経緯（岡尾）　　　　　　　 ４７

３７人を含む１５か国７３人がスタートした
。

　ギリシアの人びとのこのレースに寄せる期待は大きく ，競技場には皇太子をはじめとして
８０ ，ＯＯＯ人，前半のレースのよく見える丘には４０ ，ＯＯＯ人，アテネ市街の沿道には３０ ，ＯＯＯ人が応援に

駆けつけた。また，第３回大会の「キセル事件」の失敗に懲りて，実行委員会では約５ｋｍごと

に審判員を付けるとともに給水の用意もし，各選手は薬や補食を持った一人乗りの伴走の自転車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）が付き添ってもよいというルールのもとでレースを行なった

。

　しかし多くの地元民の期待もむなしく ，ギリシアの選手はそれに応えることができず，３月の

予選会で最も良い成績をおさめていたクトラキス（Ａｎ。。ｔ。。。１。。 Ｋ．ｕｔ．ｕ１．ｋ１。）は４０ｋｍ地点まで先

頭を走りながら ，前半のオーバーぺ一スがこたえて，結局途中棄権した。予選会４位であったア

レペオス（Ｉｏ・ｍ１・ Ａ１・ｐ・ｕ・）が５位に入るのが精一杯で，結局，レースの３ヵ月前からマラトン

の村近くに下宿して，連日コースを走ってコースを熟知し力を貯えてきたカナダの２９歳の鉄道員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
シェリンク（Ｗ１１１１．ｍ　Ｓｈ。。。ｍｇ）が２時間５１分２３秒６で優勝した

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお，前回の再現を願うケオルク親

優勝者シェリング選手［カナダ１とグランドに降り立ち並
走するゲオルグ ・ギリシア親王（右）
（『Ｔｈｅ　Ｇｕ１ｍｅｓｓ　Ｂｏｏｋ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｍａｒａｔｈｏｎ（１９８４）ｐ１１８』

Ｒｏｇｅｒ Ｇｙｍ著より）

王は地元の１位の選手と並走しようと

グランドに降り立って準備をしていた

が， 先頭で入ってきたのはカナダのシ

ェリングだったが，彼とともにグラン

ドを１周して優勝者を讃えた。２位は

スエーデンのコウリー（Ａ１ｂｅｒｔＣｏｒｅｙ）
，

３位はアメリカのフランク（Ｗｉ１１ｉａｍ

Ｆ。。ｎｋ）で記録も前回より１８６ｋｍ延

長されたことを考慮すると ，第１回の

ルイスの優勝記録より約１５分程度速か
　　　　　　２８）
ったと思われる 。

５． はじめて４２ ，１９５ｋｍを走ったｒマラソン競走」

　「第４回オリンピ ック大会」は，１９０８年にイタリアのローマ市で開催することになっていたが
，

時の政府とイタリア ・オリンピ ック委員会が会場や経費の面で対立した結果，１９０６年の大会中に

開かれた「ＩＯＣ総会」で大会返上を申し入れた。大会まであと２年という限られた時間内では

あったが，急邊開催を名乗り出たのはイギリス ・オリンピ ック委員会々長のデスボロー卿（Ｔｈ．

Ｒｉｇｈｔ　Ｈ
．ｎ．Ｌｏ．ｄ　Ｄ。。ｂｏ．ｏｕｇｈ　Ｔ．ｐ１．ｗ，Ｋ．Ｇ

．，

Ｇ． Ｃ． Ｖ． Ｏ． ）であった。卿は同年にロンドンで開催予定

の「英仏博覧会（Ｆ。。ｎ．ｏ
Ｂ．１ｔ１．ｈ　Ｅｘｈ１ｂ１ｔ１ｏｎ）」の協力があれは開催可能だと判断して申し出たので

あった。同委員会は同年１１月１９日に正式に大会受託を申告して，実質１年半の準備期問で，博覧

会に隣接するシェファード ・ブ ッシュ（Ｓｈ．ｐｈ
。。ｄ　Ｂｕ．ｈ）にある１周１／３マイル（：５８６ ．６７ヤード

＝５３６ ．４５ｍ）のトラックの外周に６６０ヤード（：６０３．５ｍ）の自転車のバンクとフイールドの中に水

泳プールを備えた観客１００ ，ＯＯＯ人収容のホワイト ・シティー競技場（Ｗｈ１ｔ・ Ｃ１ｔｙ　Ｓｔ．ｄ１ｕｍ）を王会

場として開催に漕ぎ着けた。大会は１９０８年７月１３日 ，２１か国２ ，６４７名が参加して，国王エドワー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３７９）
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ドＶＩＩ世（ＫｍｇＥｄｗ。。ｄＶＩＩ），アレキサンドラ皇后（Ｑｕ。。ｎ
Ａ１．ｘ．ｎｄ。。）などの来賓が臨席して無

　　　　　　　　２９）
事， 開会式を迎えた 。

　この大会のｒマラソン競走」を行なうに当たっては，上述してきたように，過去１２年問に行な

われた３回のオリンピ ック大会と２年前のｒ中問大会」でｒマラソン競走」が，それぞれのオリ

ンピ ック大会で，開催都市の人びとに数多くの感激と逸話を残して「オリンピ ック大会」には無

くてはならない「花形競技」の様相を見せてきていたこと ，各地で，各大会への自国の最終選考

を兼ねた大がかりなレースが行われてきていたこともあって，組織委員会 ・実行委員会ではかな

り身構えてコースの選定やレースの準備を行なってきた 。

　このコースを設定する中心的役割を果たしたのは，ロンドン市中のリージェトにある工芸技術

学校の陸上競技や道路競技の愛好家つくるクラフの「ポリテクニソク ・ハリアース（Ｐ．１ｙｔ。。ｈｍ．

Ｈ．ｍｅｒ。）」というクラフの名誉秘書であるアンドリュー 氏（Ｈｏｎ　Ｓ。。 Ｍ土Ｊ。。ｋ　Ｍ　Ａｎｄ。。ｗ）であ

　３０）

った 。

　コースは，前回までの大会で実施されてきた４０ｋｍあるいは約２５マイルで行なう予定だ った

が， 大会を盛り上げるためにも沿道で多くの市民の声援を受けられるところ ，そして由緒ある場

所からのスタート地点やコース取りを考慮 ・模索して選定に取りかかった。結局，競技場入り口

から２６マイルの地点にあり ，王族の起居している「ウインザー城（Ｗｉｎｄｓｏ． Ｃａ．ｔ１ｅ）」東テラスか

らスタートすることにして，競技場内を右回りに約半周余り走って，ロイヤルボックス前にゴー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１）
ルする２６マイル３８５ヤード（＝４２，１９５ｋｍ）と決めた

。

　それ以後，アンドリュー氏を中心に，クラブ員たちは精力的に準備作業を行ない，たとえば ，

本番でも見物人の土産となるような「コース見取り図 ・目標距離の地点図 ・マラソン史 ・選手向

けの練習指導 ・実行委員会のデスボロー卿の写真や１９０６年大会のゴール風景 ・出発地点の写真

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
等々」の『案内書』を６シリングで発行 ・販売するなどまでした 。

　さて，このｒオリンピック大会」のｒマラソン競走」に先立 って，運営の大半の任務を依頼さ

れた「ポリテクニック ・ハリアーズ」のクラブ員が組織して，イースター休暇中の４月２５日午後

２時３０分定刻に，８０人の申し込み者のうち６６人がスタートして，リハーサルを兼ねたレースを行

った 。

　このリハーサル大会のコースは７月に予定されているオリンピ ック本番のものと同じ設定で ，

オリンピ ソク準備委員会のミソチェル氏（Ｒ　Ｍ１ｔ．ｈ．１ｌ）の骨折りと王室の許可に伴うスタート地

点のウインザー城内を管理する王室警察関係者の尽力で，本番と同じ所を使うことが出来たが ，

ゴール地点は競技場に入ることは出来ず，この時は３ ．７マイル（＝５ ．９５ｋｍ）短いウエンブレー公

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）
園（Ｗｅｍｂ１ｅｙ　Ｐａｒｋ）までの２２５マイル（＝３６２ｋｍ）で行なった 。

　このレース ，前半は好天に恵まれていたものの，後半には気温が下がり ，途中，雨が降り出し

たがこれが電と小雪に変わ って雪解けの冷たい氷水が選手たちの足首を濡らすといった大変厳し

いコンティションとなったものの，２４歳のサルフォード ・ハリアース（Ｓ・１ｆｏ・ｄ　Ｈ・ｍ…）のタン

カン（Ａ　Ｄｍ。。ｎ）が２時問１５分４５秒で優勝し，２位には最後でまでダンカンに肉薄していたポ

リテクニックのクラブ員，ビール（Ｊ．Ｇ．Ｂ。。１）が２時問１７分０秒で入り ，出走者中４９人が３時間

１３分以内で完走するなど成功裏に終了した。終了後には市内のオソクスフォード通りのレストラ

ンでのレセプションに，オリンピック大会の準備委員長でこのレースの審判長をつとめたデスボ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８０）



　　　　　　　　　「マラソン競走」が４２ ，１９５ｋｍの距離に設定されるまでの経緯（岡尾）　　　　　　　 ４９

ロー卿が出席して賞品の授与ならびにレースの講評をし，準備に携わ った人びとをねぎらっ て，

　　　　　　　　　　　　　　３３）
７月の本番の成功を誓い合った 。

　さてこの「オリンピ ック大会」では，入賞者に得点を与えて総合優勝を決めるという方法を取

っていたために，開催地であるスポーツ伝統国を任ずるイギリスと新たなスポーツ王国を目指す

アメリカとの間で，熾烈な得点争いを演じていたので，さまざまな競技場面で抗争を繰り返して

いた 。

　まず，最初のトラブルは会場周辺に掲げられていた「アメリカ国旗」の図柄問違いによるアメ

リカ側の抗議に始まり ，７月１７ ・１８日に陸上競技種目の一環として実施されたｒ綱引き」競技で

は， スパイク ・シューズを履いて競技したアメリカ ・チームにクレームがつく事件のほか，アメ

リカ３人，イギリス１人が決勝に進んだ４００ｍ決勝（この大会では４人で決勝を行った）でも ，イ

ギリスの選手が最後の直線でアメリカ選手を追い越す時の「走路妨害」を巡って紛糾が起きた 。

審議の結果，決勝の再レースを行なうことにしたが，アメリカの３選手すべてが再レースをボイ

コットするなど，大変険悪な雰囲気が漂 っていた 。

　こうした中で陸上競技最終日の前日の７月２４日午後２時３０分，「マラソン競走」は，皇太孫を

連れて臨席した皇太子妃（Ｐ．ｉｎ。。。。。ｆ　Ｗ．１。。 Ｍ。。ｙ）が銃砲を大会実行委員長デスボロー卿に手渡

す儀式を行なった後，卿が号砲を撃って５６名の選手が，一路ホワイト ・シティー競技場に向か っ
　　　　　　　　３４）
てスタートを切 った 。

　とくにスタート地点は，王室の特別配慮があり ，ちょうど王子の誕生祝賀のために滞在中のエ

ドワーＶＩＩ世とアレキサンドラ皇后がスタートを見ることが出来るウインザー城の東テラスの

近くで，場門を出たところに建っているヴィクトリア女王の銅像（Ｑｕ。。ｎ　Ｖｉ．ｔ。、ｉ。 ・、 Ｓｔａｔｕ。）から

　　　 スタート地点に向かうアメリカの選手たち
（『Ｔｈｅ　Ｍａｒａｔｈｏｎ　Ｆｏｏｔｒａｃｅ（１９７９年）ｐ２７』Ｄｒ　Ｄａｖ１ｄ　Ｅ

Ｍａｒｔｉｎ ＆ＲｏｇｅｒＷ． Ｈ． Ｇｙｍ著より）

　ウインザー城を出て行く選手たち
（『オリンピ ック（１９５６年）ｐ．２４』）鈴木

良徳 ・川本信正編より）

（３８１）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５）
７００ヤード（＝６４０ｍ）場内に入った処と決められた 。

　さて，レース当日は大変暑かったので，選手たちは苦闘の連続だったが，地元イギリス勢の選

手は，多くの沿道の声援に応えて長丁場をも顧みず飛び出していった。この状況がいつ迄も続く

わけではなく ，後半に入って１５マイル地点（＝２４ｋｍ余）では実力のあるイギリス生まれのヘフ

ァロン（Ｃｈａ，ｌｅ， Ｈｅ伍ｅ，ｏｍ）［南アフリカ１が２位を走っていた地元のロード（Ｆ・・ｄ　Ｌｏ・ｄ）［最終

成績は１５位１に２分の差をつけ，２３歳のドランド（Ｄｏ・・ｎｄ・ Ｐ１・ｔ・１）［イタリア１は６秒差でロー

ドと並走していた。２０マイル地点（＝３２ｋｍ）ではヘファロンがドランドをさらに３分５２秒の差

をつけて引き離していたものの，残り４ｋｍ地点ではさらにその差は２分に縮まり ，ゴールまで

あと２ｋｍほどの２５マイル地点（＝４０ｋｍ）でドランドがようやく先頭に躍り出るとともに，後で

問題となるニューヨークで事務員をしている２２歳のヘイズ（Ｊ・ｈｎ　Ｈ・ｙ・・）はここで２位に浮上し

　　　　３６）
てきていた 。

　しかしドランドは１００ ，０００人の大観衆の声援を受けて２６マイル地点である競技場のゲートに ，

後続を約２分ばかり離して１位で入ってきたものの，かなり疲労の色が濃くなり意識膝腱とした

状態になっていて，場内の周回については右に回るか，左に回るかさえ判断が付かなくなってい

た。 コース設定では競技場内はｒ右回り」をさせるために左方向に走るように決めていたのに ・

一般的なトラックがｒ左回り」で走っていたために，右へ行こうとしたのが問違いの始まりであ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
った。審判員に注意をされて方向を変えようとしたところで意識を失 って転倒してしまった ・

　この時の様子は大会翌日（７月２５日）の『タイムズ（Ｔｈ．Ｔｉｍ。。）』朝刊が詳しく報じている 。

それによればｒそしてついに一人の選手がや ってきた。赤色のパンツに白いシャツを着て髪の毛

は挨で真っ白になっていたその選手は，疲労で気が遠くなり ，うろたえてほとんど無意識でグラ

ンド上によろめいている 。その選手の名はイタリアのドランドだ。彼は今，自分がどこにいるの

かほとんどわからないまま ，辺りを見回している 。ぼんやりとした意識の下で，彼は決勝点のテ

＿プまで２００ヤードを自分の足でたどり着かねばならないと死に物狂いで決めたようだ った・６０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８２）
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ヤード，彼はそれさえ進むことが出来ない。彼はトラックに倒れ込み，また立ち上がり ，２～３

ヤード行 ってはふらつき ，また倒れる 。そして彼は最後のコーナーにたどり着いた。ゴールは見

えているはずだが，彼の閉じた目にはゴールは見えていない。彼は周りを審判員に取り囲まれ
，

審判員によって助けられ，励まされ，声援を受けた。もし審判員たちがそこに集まってきていな

かっ たらおそらく倒れていただろう 。彼はまっ すぐ走れなかった。そしてゴールまであと５０ヤー

ドの地点で，彼は突然哀れを誘うように全力疾走するような仕種をして，テープまであと１０ヤー

ド地点でまた転倒し，また起き上がって最後の最も苦しい数ヤードをふらつきながらゴール地点
　　　　　　　　　　３８）
に到達したのだ った……」。

　こうして，ドランドは２時問５４分４６秒４のタイムでひとまずオリンピック大会新記録でゴー

ル・ テープを切 った 。

　ドランドが競技場内でこうしたトラブル起し，これを目のあたりにした１００ ，Ｏ００人の大観衆か

ら悲鳴を交えた大声援が起こったため，審判団はとっさの的確な判断が出来なくなったのも事実

　　　　　　　　　　　【ＨＴＲＡＴＡ＾肚０Ｓ１’＾ＯｌＵ州

　　　　　　　　　　　　　　　　　．ＴＲ１８ＵＮ＾ＣＯＰＥ尺丁＾

　　　　　　　　　　　　　　　　　
・　９ＩＳＴハ０‘」【三８１ＣＩ６」Ｅ－１’Ｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　；ｏ

　　　　　　　　　ま紗　　 Ｏ　　酬婁 、

　　　　　　　　　８　　５　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　　 〉　　　　　　　　　 。。　二　　　　　　　　　　　　　　 い
　　　　　　　　　‘　　ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　８
　　　　　　　　　嚢　も　　　　　◎　断Ｓ多１　薫

　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＲ（６Ｕ＾Ｒ００　　 ‘　　…　　，　　’０

　　　　　　　　　　　　　　　　　阿；１
一＾　　０Ｅ」Ｌ　　８１６１Ｇ」Ｅ－７Ｅ

　　　　　　　　　　　　 ”・

％　　
丁、．、。、、、、、、、

　　 ｋ

　　　　　　　　　　　ドランド選手が競技場で５回倒れた様子を示した図

　（『Ｔｈｅ　Ｍａｒａｔｈｏｎ　Ｆｏｏｔｒａｃｅ（１９７９年）ｐ－３１』Ｄｒ． Ｄａｖｉｄ　Ｅ．Ｍａｒｔｉｎ

＆ＲｏｇｅｒＷ． Ｈ． Ｇｙｍ著より）

満員の観衆の詰めかけるグランド上で倒れたドランド選手を介抱する審判員たち
（『Ｄｉｅ　Ｃｈｒｏｎｉｋ１ＯＯ　Ｊａｈｒｅ　Ｏ１ｙｍｐｉｓｃｈｅ　Ｓｐｉｅ１ｅ１８９６－１９９６（１９９年５）Ｐ．３１』より）

（３８３）
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ドランド選手を押しながらゴールを手助けする審判員。メガ

ホンを持っているのはアンドリュー 氏， 左端の鳥打帽姿は探

偵作家のコ ナン ・ドイル氏
（『Ｄ１ｅ　Ｃｈｒｏｎ１

ｋ　１００Ｊａｈｒｅ　Ｏ１ｙｍｐ１ｓｃｈｅ　Ｓｐ１ｅ１ｅ１８９６ －１９９６

（１９９５年）Ｐ．３１』より）

であり ，今日までその基本的なルー

ルは変わらないｒ一切のサポートを

受けた選手は失格」ということはど

こかに忘れられ，写真等でわかるよ

うに審判団はドランドに手を貸して

ゴールさせたこともまた事実であっ

た。

　この大会の『公式報告書』をはじ

めとして，この時のｒマラソン競

走」に関する諸資料に目を通すと ，

ドランドに「助力」を与えた方が良

かったかどうかの評価は現在でも二

分されている 。すなわち，順位はど

うであれ，倒れたドランドをグラン

ト上に放置し自力でのコールを促せば命さえなかったかも知れないので「人道上」やはり手助け

して良かったというものと ，ドランドをｒ失格」にさせたのは審判員たちの「助力」であったの

だから良くなかったのではないかというものである 。

　競技場を揺るがすドランドのトラブルが終わる間もなく ，今まで３位を走っていると思われて

いたアメリカのヘイズが２位で競技場に姿を現わし，ドランドのゴールに遅れること３０数秒後の

２時間５５分１８秒４でゴールに入ったため，問題が複雑化した。すなわち大会本部のイギリス審判

団は，２位が当時は植民地であった南アフリカのヘファロンだとばかり思っていたから ，ドラン

ドに少々手を貸しても抗議はないだろうと思っていた節がある 。しかし２位がアメリカ選手であ

ったことから ，大会運営を巡って抗争を続けてきていた相手のアメリカ選手団本部から即刻「ド

ランドは失格！」との抗議が出て，審議の結果，結局，ヘイズは順位が繰り上がって，この大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９）
の優勝者となった。『公式報告書』に氏名と時間が掲載されている完走者は２７名にのぼっている 。

　そしてこの様子をロイヤルボックスから逐一見ていた，アレキサンドラ皇后は，翌日の競技場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　において審判員をつとめていた

　　　 この大会で優勝者となっ たヘイズ選手［アメリカ１

（『Ｔｈｅ　Ｆｏ肘ｈ　Ｏ１ｙｍｐ１ａｄ　ｂｅｍｇ　ｔｈｅ　Ｏ舶ｃ１ａ１Ｒｅｐｏ肘Ｔｈｅ０１ｙｍｐ１ｃ

Ｇａｍｅｓ　ｏｆ１９０８［第４回大会公式報告書１（１９０８）ｐ８０』より）

有名な探偵作家のコナン ・ドイ

ル氏（Ｓｉ・ Ａ討ｈｕ・ Ｃ・ｎ・ｎ　Ｄｏｙ１・）

の発案で，ドランドに優勝者の

ハインズに渡されたのと同じ複

製の純金製のカソ プを直接手渡

したというエピソードが残って

いる 。

　後日談であるがこの年の１０月

１０日には，この「オリンピ ッ

ク・ コース」を使って第１回の

プロによるｒマラソン競走」が

（３８４）
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行なわれたが，ドランドのほか優勝したヘイズ，レースの前半リードしていたカナダのロングボ

ート（Ｔ．ｍ　Ｌ．ｎｇｂｏ．ｔ）らはその後，プロ 選手に転向して出場し，また翌年の１９０９年５月９日には
，

ニューヨークのマジソン ・スクェアー・ カーテン（Ｍａｄ１ｓｏｎ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｇ
ａｒｄｅｎ）で「マラソン ・ター

ビ（Ｍ…ｔｈ・ｎ Ｄ・・ｂｙ）」と称される１０ ，０００ドルの賭か った賞金付きレースに出たりして，世界に
　　　　　　　　　　　　　４０）
「マラソン ・ブーム」を煽 った 。

　　　　　　 ６． 「マラソン競走」の公式距離が４２ ，１９５ｋｍと決められた経過

　こうした波乱と話題一杯のｒオリンピ ノク大会」のｒマラソン競走」が終わり ，大会直後の１０

月２５日にはプラハで４０ｋｍのｒマラソン競走」が行なわれるなどしたが，このコースを設定し

運営に協力してきたｒポリテクニック ・ハリアーズ」の会員たちは，世論の沸騰もあり ，このコ

ースを使 った「マラソン競走」をさらに存続したいと企画して，『スポーティング ・ライフ紙

（Ｓｐ。血ｉｎｇ　Ｌｉｆ。）』社から５００ポンドの価値あるトロフィーの寄贈を受け，翌年からウインザー城か

らアクスフリノジ（Ｕｘｂ．１ｄｇ。）まではオリンピ ソクに使 ったコースを使い，後半はチスウイ ノク

（Ｃｈｉ・ｗｉ・ｋ）を通り ，テムズ川に沿って１８８０年代に建設されたｒスタンフォード ・ブリッジ競技
場（Ｓｔ・ｍｆ・・ｄ　Ｂ・１ｄｇ・ Ｓｔｕｄ１ｕｍ）」まで走る４２１９５ｋｍのコースのｒマラソン競走」を実施してきた

。

この大会は１９１０年５月にエドワードＶＩＩ世の逝去があって，この年の大会を中止した以外は欧

米各地からの多くの参加者を得て大会を続け，１９１３年にはアールグレイン（Ａ１．ｘｉ． Ａｈ１ｇ。。ｎ）［ス

エー デン１は１９歳の若さながら ，このコースを２時間３６分０６秒６の当時の「世界最高記録」で走
　　　　　　　　　　　４１）
るなどの実績を積んできた 。

　「オリンピ ック大会」のｒマラソン競走」はその後，１９１２年のｒ第５回ストックホルム大会」

は４０ ・２ｋｍで，１６年の「第６回ベルリン大会」は第一次世界大戦のため中止となったものの
，

２０年の「第７回アントワープ大会」では史上最も長い４２ ，７５０ｋｍで行なうなどの糸干余曲折があ

り， 「マラソン競走」の距離を統一していくことが，１９１２年に創設されたｒ国際陸連（ＩＡＡＦ）」

でも討議の対象となった。その結果，１９２１年のジュネーブ（Ｇ・ｎ…）でのｒ定時総会」において ，

１９２４年開催予定の「第８回オリンピ ック ・パリ大会」から ，１９０９年以来「ロンドン大会」で行な

った距離で「マラソン競走大会」の実績を積んできているｒポリテクニック ・マラソン」に合わ

せて ，４２ ，１９５ｋｍをｒマラソン競走」の世界標準の距離とすることに決定して今日に至っている
　　　４２）
のである 。
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ｅ

　　　　Ｂｏｓｔｏｎ　Ａｔｈ１ｅｔｌｃ　Ａｓｓｏｃ１ａｔｌｏｎ　Ｍａｒａｔｈｏｎ一』Ｒｏｄａ１ｅ　Ｐｒｅｓｓ　Ｉｎｃ ，ｐｐ１８ －２５

　　２１）Ｄｒ． Ｄａｖｉｄ　Ｅ．Ｍａ血ｉｎ ＆Ｒｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９７９）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．１３ －２９

　　２２）　Ｃｈａｒ１１ｅ　Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂ１ｄ ，ｐｐ９－１０

　　
２３）Ｃｈａｒ１１ｅ Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂ１ｄ ，ｐｐ１１－１５，ＤｒＤａｖ１ｄＥＭａれｍ＆Ｒｏｇｅｒ ＷＨＧｙｍ（１９７９） １ｂ１ｄ

，

　　　　ｐｐ．２０ －２２．およびＲｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９８４）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．１３

　　
２４）Ｃｈａｒ１１ｅ Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂ１ｄ ，ｐｐ１１－１５，ＤｒＤａｖ１ｄＥＭａｒｔｍ＆Ｒｏｇｅｒ ＷＨＧｙｍ（１９７９） １ｂｌｄ

，

　　　　ｐｐ．２０ －２２，Ｒｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９８４）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．１３．および（財）日本オリンピック委員会監修（１９９４）

　　　　　『近代オリンピック１００年の歩み』べ一スボールマガジン社，ｐｐ
．８１－ ８３

　　
２５）日本オリンピ ソク　 アカデミー 編（１９８１）『Ｅｎｃｙｃ１ｏｐｅｄ１ａ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｏ１ｙｍｐ１ｃｓ』プレス 　ギィムナシ

　　　　　カ
，ＰＰ

．９

　　２６）　Ｃｈａｒ１１ｅ　Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂｌｄ ，ｐｐ１７－１９

　　
２７）Ｃｈａｒ１１ｅ Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂ１ｄ ，ｐｐ１７－１９，ＤｒＤａｖｌｄＥＭａ伽＆Ｒｏｇｅｒ ＷＨＧｙｍ（１９７９） １ｂ１ｄ

，

　　　　　ｐｐ．２４－２５．およびＲｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９８４）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．１３ －１４

　　２８）　Ｃｈａｒ１１ｅ　Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂｌｄ ，ｐｐ１５４

　　
２９）日本オリンピ ック ・アカデミー編（１９８１）同上書，ｐｐ

．２６１－２６２．および（財）日本オリンピック委員

　　　　　会監修（１９９４）同上書，ｐｐ
．８４ －８５

　　
３０）Ｐ１ｏｎｅｅｒ　Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ｔ

ｅｃ
ｈｎｌｃａ１Ｅｄｕｃａｔｌｏｎ（１９０８）『Ｔｈｅ　Ｐｏ１ｙｔｅｃｈｍｃ　Ｍａｇａｚｍｅ』４月号，ｐｐ

　　　　　１９－２０

　　 ３１）　Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｍａｔ１ｏｎａ１Ｏ１ｙｍｐ１ｃ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ（１９０８）『Ｔｈｅ４ｔｈ　Ｏ１ｙｍｐ１ａｄ　ｂｅｍｇ　Ｔｈｅ　Ｏ１ｙｍｐ１ｃ　Ｇａｍｅ　ｏｆ

　　　　　１９０８』（第４回ロントン大会公式報告書）Ｔｈｅ　Ｂｒ１ｔ１ｓｈ　Ｏｌｙｍｐ１ｃ　Ｃｏｕｎｃ１１，ｐｐ６８ －７１

　　
３２）Ｐ１ｏｎｅｅｒ　Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ｔ

ｅｃ
ｈｍｃａ１Ｅｄｕｃａｔ１ｏｎ（１９０８）同誌４月号，ｐｐ１９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３８６）



３３）

３４）

３５）

３６）

３７）

３８）

３９）

４０）

４１）

４２）

　　　　　　　　　　　「マラソン競走」が４２ ，１９５ｋｍの距離に設定されるまでの経緯（岡尾）　　　　　　　 ５５

　　Ｐ１ｏｎｅｅｒ　Ｉｎｓｔ１ｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ｔ
ｅｃｈｍｃａ１Ｅｄｕｃａｔ１ｏｎ（１９０８）同誌５月号，ｐｐ４０－４１およぴＤｒ　Ｄａｖ１ｄ　Ｅ

Ｍａれｉｎ ＆Ｒｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９７９）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．２７

　　Ｃｈａｒ１１ｅ　Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂ１ｄ ，ｐｐ２１－２５およぴＴｈｅ　Ｉｎｔｅｍａｔｏｍａ１Ｏ１ｙｍｐｌｃ　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ（１９０８）同

報告書，ｐｐ７４ －７５

　　Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｍａｔｏｍａ１Ｏｌｙｍｐｌｃ　Ｃｏｍｍｌｔｔｅｅ（１９０８）同報告書，ｐｐ７３

　　Ｄｒ． Ｄａｖｉｄ　Ｅ．Ｍａｒｔｉｎ ＆Ｒｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９７９）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．２９－ ３２．およびＣｈａｒ１ｉｅ　Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７）

ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．２４

　Ｄｒ． Ｄａｖｉｄ　Ｅ．Ｍａれｉｎ ＆Ｒｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９７９）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．３１－ ３２

　　『Ｔｈｅ　Ｔｍｅｓ』１９０８年７月２５日朝刊
。

　Ｃｈａｒ１ｉｅ　Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．２４

Ｒｏｇｅｒ　Ｗ．Ｈ．Ｇｙｍ（１９８４）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．１０

Ｒｏｇｅｒ　Ｗ，Ｈ．Ｇｙｍ（１９８４）ｉｂｉｄ
．， ｐｐ

．５５－５６

　Ｃｈａｒ１１ｅ　Ｌｏｖｅｔｔ（１９９７） １ｂ１ｄ ，ｐｐ３５およぴ国際陸連（Ｉｎｔｅｍａｔ１ｏｎａｌ　Ａｍａｔｅｕｒ　Ａｔｈ１ｅｔ１ｃ　Ｆｅｄｅｒａｔ１ｏｎ）

編（１９８２）『７０Ｇｏ１ｄｅｎ ＹｅａｒｓＩＡＡＦ１９１２－１９８２』ｐｐ．２４

（３８７）
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