特集

Runningマレーシア
in
2018年、今年は仲間と一緒に楽しくランニングを始めて

みませんか？ 「辛い」とか「嫌い」
、
「時間がない」とか、始めない

理由・言い訳（？）はいろいろあると思いますが、それらをリセットして試し
に走ってみませんか？

まずは3 ヵ月、いや3週間から…。カラダと脳の変化

がきっと感じられるはずだし、土地勘がつかめる、ローカルランナーと交流
できる…な～んていう、マレーシアの新たな魅力にも出会えるでしょう。
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（写真提供：DIRIGO EVENTS 社）

座 談 会

現役日本人ランナーに聞く

ようになりました。
――それぞれお仕事や家庭をおもちですが、普

私の目標はズバリ「サブスリー」
（フルマ

段はどのようなトレーニングをしていますか。
木原
ラソンを３時間以内で走る）なので、日本にい
るコーチの指導を受けながら本格的にやってい
ます。週に５回、多いときは６回。一週間に一
日は「休足」を入れるようにしています。ロー
ドでのジョギングを基本にして週に２回はポイ

キロ走だったりを、以前会社

ント練習というしんどいメニュー、インターバ

黙々とやっています。周囲からはまるで部活の

が所有していたトラックや、レイクガーデンで

ル走だったり、

Ｌマラソン」への参加をきっかけに一緒に走れ

は一人で走っていたんですけれど、３年前の「Ｋ

マレーシアで走る魅力は何ですか？
て、「これはまずい、体を鍛えなおさなきゃだ

わたしは日本にいた時から走っていまし

めだ」ということで。
南

を取る目的もあります。よく経営者の方たちが

や、スポーツジムに行くのが難しくなって運動

生まれた時。それまでやっていた週末のゴルフ

木原

ペースでできるスポーツとしてジョギングする

と思うようになって。お金をかけないで自分の

すごく高いし、その割にあまり通えてないな」

が変わったのもあって、「スポーツクラブって

負かされたんです。それがショックで、「マラ

ある時、仲間たちとゴルフをやってボコボコに

たので、ほとんど練習はしませんでした。でも

タートです。そもそも走るつもりは全くなかっ
するといった効果が確かにありますよ。

のアイデアが湧いてきたり、気持ちがスッキリ

ようだと言われますが、ワークライフバランス

に入りました。

走っているじゃないですか。走っていると仕事

走る理由、走り方は 人 そ れ ぞ れ
目標もいろいろあっ て い い ！
ページ）

た。その前はスポーツクラブで週に１、２回エ
中里

る 仲 間 が ほ し く な っ て、「 走 馬 会 」
（

――皆さんが走るようになったきっかけを教え
アロビクスをするくらいだったのですが、日本
Ｌマラソンに半ば強制的に登録されたのがス

不足になると思い、「何か自分を追い込むこと

ソンなら勝てるんじゃないか？」と思って走る

ぼくは駐在し始めた頃に会社の先輩にＫ

で二人目のこどもが生まれてから生活のリズム

をしないと」と思って、コンドミニアムのジム
ようになりました。マレーシアに来てしばらく

す。外に出て本格的に走り出したのは今から６
年ほど前。その時はまさかこんなにのめり込む

わたしもマレーシアに来てから運動不足

とは思いませんでした。
山下
解消のために走り始めました。もともとダイビ

キロ走っています。モントキア

わたしはトレイルを週に１回、木曜の夜

ラ レイクガーデン間の往復約 キロのコー
スをＬＳＤ（ゆっくりと長い距離を走るトレー

をかせぎたいときは、土曜日の朝にモントキア

で、山道を走る練習になるんです。さらに距離

のダマンサラハイツはアップダウンがあるの

朝６～７時にロードランをしています。コース

いていくために個人的に週２回、出勤前の平日

が主催しているもので、みんなかなり速い。つ

ラの欧米人が主体のトレイルランニングクラブ

８時半から約

山下

① 通 算8年3 ヵ月（2005年 4月～ 2010
年9月、2015年 4月 ～） ② 6 年 ③300
キロ / 週 5回 ④3時 間 00 分51秒（ フル
マラソン）⑤サブスリー⑥自身に打ち
勝ち、ワークライフバランスを保つ！
「マレーシア」を言い訳にしない！

しいですね。ネットワークが広がったのに加え
て、遠くの大会には旅行もかねて行けますし、

年 中 気 候 が 一 定 な の で、 い つ 走 っ て も 汗

走る前より行動範囲が格段に広がりました。
南

びっしょりになれる気持ちよさを味わえます。
自分の足で走っていると、車で通り過ぎるだけ
だった景色のなかにも多くの発見があります。
一緒に走っている仲間たちとはレースを通じて
励まし合ったり、お互いに刺激を与え合う関係
ができていて、海外生活で心の支えになってい

日本で走っていないので比較するのは難

るところもあります。
中里

しいけれど、以前より健康的にお酒が飲めるよ
うになりました。走った後の食事もおいしい。
生きている限り体が資本なので、こういった変
化はとても大きいですね。空いた時間に走って

思います。

生活の質を上げるのに走るのはもってこいだと

いるだけでこれだけの効果があるのですから、
木原

道路も少ないし、走るのにハードな条件のほう
が多いと思います。でも、
目標であるサブスリー
を達成するためと考えればこういうのはすべて
ポジティブに捉えられます。米国の研究論文に
よると、暑いところで走ると、高地トレーニン

イクガーデンに行く。一人で音楽を聴きながら

仕事終わりか週末の夕方に走ります。大体はレ

フやもっと短い距離も合わせれば、毎週のよう

もいいですね。ＫＬだけでもフルマラソン、
ハー

あるそうです。レースが多く開催されているの

グと同じように心肺機能をアップさせる効果が

息があがらない程度のジョグで、距離は長くて

に何かしらのイベントが開かれています。いず

グでフラッと行って走るのが継続の秘訣です。

いには決めていません。自分の好きなタイミン

シアにいないので、あえてこの日に走ろうみた

山下

る程度早くなれば市民ランナーでも入賞を狙え

す。それに、日本ほど速い人がいないので、あ

れも参加費が安いので気軽にエントリーできま

ンをやっている日本人はまだ少なくて、情報収

レイルコースがいくつもあります。トレイルラ

集の過程でローカルの友だちが増えたのもうれ

――マレーシアで走る時、日本との大きな違い

す。ＫＬ市内には自然そのままを感じられるト

わたしは緑の中を走れることが一番で

ます、賞金だってもらえますよ。

大会やクラブへの参加を通じて
ネットワークや生活の質も向上

も

木原 岳彦さん

い。ジョギングするためにきれいに舗装された

マレーシアはとにかく暑さと湿気がすご

にあるランニングマシーンを使い始めたんで

最初のきっかけはマレーシアでこどもが

てください。
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キロほど。出張が多くて月の半分はマレー

（42歳）主婦

ングやゴルフなど体を動かすことが好きだった
のですが、マレーシアでドア・ツー・ドアの生
活に慣れてしまうと、海に潜りに行った時に潮

ぼくは朝起きるのが苦手なので、平日の

①4年
②5年
③100キロ / 週 3回
④ 4時間57分44 秒（フルマラソン）
⑤サブ4.5
⑧継続する、諦めない、無理はしない

（46歳）パナソニック勤務

20

に流されそうになったり肺活量が落ちてしまっ

ニング）しています。
平日はこどもが学校に行く前に家の周りを

ンバーたちといろいろな場所に出かけて大会に

いるので暗くても安全です。週末は走馬会のメ

が整備されていて車も少ないし、ガードマンが

はゲートで囲まれていて、１周約３キロ。地面

走り終えるようにしています。敷地内のコース

南

① － － ② 4 年 ③ 80 ～ 100キ ロ / 週
3回（ ロ ー ド2回、 ト レ イ ル1回 ） ④
12 時 間10 分 57 秒（
「Cameron Ultra
Trail 2017」55キロ）⑤「TransLantau
2018」50キロの部の完走⑥ 一歩一歩
確実に前に！
①3年6 ヵ月
②2年
③10 ～ 50キロ / 月2 ～ 10回
④55分（10キロ）
⑤フルマラソン完走
⑥「飲む」ために走る

10

●走っている時に気をつけること 座談会でも話題に上がった
通り、マレーシアには都市部でも整備された道路は多くありま
せん。足元に注意するのはもちろんのこと、車の多い通りを走る時は、日
本以上に「安全」を意識してください。交通事故など不測の事態が起きて
病院に運ばれた際、クレジットカードがないと治療が受けられないことも
あります。外を走る際はIDカード、もしくはパスポートのコピーとともに、
クレジットカードを携帯するようにしてください。
●防犯 公園や施設の駐車場などに車を停めて走る時は、車上荒らしの被
害に遭わないよう、なるべく貴重品を車に積まないこと。トランクをバー
ルなどでこじ開けられて盗られることも。また、昼夜を問わず人通りの少
ない道を走る時は、不審者や引ったくりに気をつけてください。一人で走
る、女性同士で走るのも危険ですので、できるだけグループで。ジュエリー
や高価なアクセサリーなどを身につけないで走りましょう。

（42歳）NEC 勤務
（36歳）カネカ勤務

南 玲子さん

は何でしょうか、またマレーシアならではの楽
しみ方を教えてください。

～走る時に気をつけてほしいこと～

安全・防犯

向けた練習をしています。
中里

中里 浩さん

10

山下 玲子さん
●「アシックス」のシューズ（木原、南、中里）：日本人の足に最も
合うといわれるアシックスのランニングシューズは、世界での評価
も上昇中。練習用からレース用まで、足型もいろいろ選べます。
●「ガーミン」のウォッチ（木原、山下）
：高精度 GPSと、走行距離や心拍数測定
機能などが付いたランナーに人気のウォッチ。初心者～上級者用までさまざまな
タイプが出ているので選ぶのも楽しい。
●無料アプリ「STRAVA」
（山下）：スマートフォンやモバイルアプリで走行距
離を記録・分析したり、友だちとの記録共有や、近くのランニングルートやサー
クルを検索することができます。ガーミンとの同期性も高いです。
●還元型コエンザイム Q10（中里）：翌日に疲れを残さないために欠かせません。
●アイシング用の保冷剤とサポーター（木原）：レースや練習後のアイシングには
冷凍庫で冷やして使うパック型の保冷剤が便利です。マジックテープ付きの関節
サポーターで固定するだけ。どちらも「ダイソー」に売っています。

14
＜参加者プロフィール＞①在馬年数②走歴③月平均走行距離 / 走る頻度④ベストタイム⑤目標⑥走る信条
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30

Running in マレーシア

～私たち、こんなの使ってます～

ギア＆グッズ

ローカルランナー・テイさんに聞いた

月間走行距離300キロのランナー

おすすめランニングクラブ＆グループ
「ランニングを続けるには一緒に励まし合いながら練習できるランナー仲間が必要だ」と語るテイさん。テイさんは「撮影
しながら走るランナー」
として知られる市民ランナーだ。最近ではレース中のランナーたちに給水やマッサージなどのサポー
トをしながら走る「ボランティアランナー」にも。現在マレーシアには100を超えるランニングクラブ＆グループがあると
いわれるが、そのなかでテイさんお勧めのクラブ＆グループを紹介しよう。

木原さん手づくりのランニングコースを公開！
Tey Eng Tiong（48歳）
走 歴17年 の 地 元 華字 紙『星 州日
報』スポーツライター。87マラソ
ン完走。マラソン自己ベストタイ
ムは、4時間0 分8 秒。

Pacesetters Athletic Club Malaysia

n

Ku

ch

モスク
Masjid Wilayah
Persekucuan

Pablika

in

g

この曲がりくねった坂を登り
きったらKL市長邸が。あそこ
からの眺めは最高です。この坂
の往復を加えてTriple Hillにす
るオプションもあります。

eru

ya M a
uhra
eb

h

Padang Merbok
Jalan Parumen

Solaris Mont Kiara

（2018年3月～ 8月。一部抜粋。2017年12月15日現在）

シンガポール発のランニングウェブマガジン。マレー
シアほか近隣国、日本、オーストラリアでの大会スケ
ジュールも掲載されている。

Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

Kiara

連邦モスク

Kenny Heights
Sanctuary

Mont Kiara

ガーデンインターナショナル
スクールへの右折車注意。

Duta Nusantara

Mont Kiara Pines
Plaza Mont Kiara
Taylor's College
Sri Hartamas

Sunway
Vivaldi

連邦政府庁舎
Kompleks Kementerian Dalam
Negeri Kuala Lumpur

Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur

Plaza Damas 3

Ja

la

n

Sr
i

H

ar

ta
m

as

1

Desa Sri
Hartamas

右折車注意。

こ の1周 を 加 え る こ
とで10キロのコース
になります。

Hartamas Heights

Mont Kiara
International School

0a
/7

● www.runsociety.com

Mont Kiara Aman

Persiaran Dutamas

Jalan Duta Kiara
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国内の大会スケジュールがカレンダー形式で見られる
のが便利。

ra

歩道が工事中なので、
足元注意。

n

シンガポール発のランニング関連サイト。

● www.myrunners.org

sa

マレーシヤ国立博物館

la

● www.justrunlah.com

ラバー舗装された公園内にあるので 安全
に、かつ足にも優しく走れるコース。シャ
ワー・トイレ施設あり。

ジョグに適したモントキアラの7キロ＆10キロコース。

モントキアラ

Ja

ローカルランナー・テイさんお勧めのサイト。大会スケ
ジュールほかレース結果も掲載されている。

Carcosa Seri Negara

車の通りが少なく走りやすいが、人気のない時間は要注意。途中にドリンク補給の場所がないので、事前に水分の
補給対策を。

ra
Jalan Kia

【ランニング大会関連サイト（一例）】
● www.2009tonton.blogspot.my

オーキッド＆
ハイビスカス・
ガーデンズ
Orchid and
Hibiscus Gardens

an

Masjid Jamet

Kampung
Segambut
Dalam

5月12日
● Tailwind Penang Eco 100 2018
①5月12日 -13日②30キロ、50キロ、
100キロ、100マイル
③ペナン州 Bukit Mertajam
www.endurancenature.com.my
【7月】
● Penang Run 2018
①7月1日②4キロ、10キロ、21キロ、32
キロ③ペナン州 Esplanade
FB：Penang Run
【8月】
● Kuching Marathon 2018
①8月12日②5キロ、10キロ、21キロ、42
キロ
③サラワク州クチン・独立広場
www.marathonkuching.com

植物園
Perdana
Botanical
Garden

Bank Negara

車はPadang Merbok
（ラグビー場）の駐車場
に止めると便利。

国内レースに参加してみよう！

● International Run for Orangutan 2018
①3月24日②12キロ、30キロ
③サバ州サンダカン
www.orangutanrun.org
【4月】
● Iskandar Puteri Night Marathon 2018
①4月15日②5キロ、10キロ、21キロ、
42キ ロ ③ ジ ョ ホ ー ル 州 ジ ョ ホ ー ル バ ル・
Mahkota広場
www.ipnm.my
● Blink Walk 2018
①4月28日②5キロのチャリティーウォー
カソン③マラヤ大学 UM Arena
FB: Blind Walk 12
【5月】
● Borneo Marathon 2018
①5月6日②10キロ、21キロ、42キロ
③サバ州コタキナバル・Likasスタジアム
www.borneomarathon.com

Children's Parkの横に車
を止められます。そこに
ドリンクも置けて、トイ
レもすぐ横にあります。

クアラ・ルンプル
オーキッド・パーク

＜クラブ＆グループ＞①発足年②会員数③練習日④特徴⑤連絡先

ランニングを始めて「走れるぞ！」と実感がわいてきたら、各地で開催されているランニング大会が気になるところ。大会スケジュールをチェックして、レー
スに目標を定め練習してみては？（国内旅行を兼ねてレースに参加すれば、マレーシアの新たな魅力に出会えるかも）

Rumah Kartun dan
Komik Malaysia

m

①1988年
②350名
③ 毎 朝＆毎夕と日曜（ポロ競
技 場 集 合。 日 曜 はLSD）
。詳
細はFBにて。
④ランニングのほか、スイム、
バイクの練習も行うクラブ（年
会費は一般50リンギ、シニア・
学生が30リンギ）
。5キロ、10
キロ、ハーフのランニングイベ
ント、100キロのサイクリングイベントを主催している。
⑤ FB：Kelab Roadrunners Ipoh

ra

Taman Duta

Panggung
Anniversari

Putra World Trade Centre

Da

①1978年
（正式発足年は1986年）
②常連ランナー約150名
③ 平日午 後 6時（Bukit Dumbar
公 園、 こども向 け）
。毎週金曜
午 後 6時 ＆日 曜 午 前5時（Bukit
Dumbar 公 園 集 合。 日 曜 は
LSD）。
④「走ることが好きで健康でいた
い」を目的に発足したランニング
クラブ。会員費は不要。ドラゴン
ボートのチームもあり、国内強豪チームを抱える。
⑤ FB：Penang Forward Sports Club

Royal Lake Club

ku

n

ランナーのほかに、
スイマーやバイカーたちも所属

1周3.5 ～ 3.8
キロの周回コース。

la

真剣に練習に取り組みたい人にお勧め

こどもたち&がんばるランナーたちに
厚いサポート

n

Ja

Kelab Roadrunners Ipoh

r siara

Jalan Tunku Put

a

Penang Forward Sports Club

Pe

en
rlim
Pa
lan
Ja

ケポン・メトロポリタン・レイクガーデン
Tugu Negara

KL市長邸

Dut

PUMA Night Running Club Malaysia

4月8日
www.kl-marathon.com

●スバン・リア・レクレーションパーク：サウジャナ地区在住の方にお勧めの約1.13

Tunku

an

①2011年
②900名（一部メンバーはウル
トラマラソンランナー）
③ 毎週土曜（キンララレジデ
ンス Kinrara Residenceショッ
プハウス集合。午前5時 半～
6時スタート。LSDラン中心）
。
④2XU、Brooks、Newton な
どのスポーツブランドを扱う
Key Powerの流れを組むランニンググループ。2XUラン、Newtonランに
向けたランニングクリニックもサポートしている。
⑤ FB：LYN Runners（Mr. Yew Khuay）

an

Jal

①―
②常連ランナー 30 ～ 60名
③毎週土曜（レイクガーデン
の駐車場集合。午前6時半ス
タ ート。10 ～ 12キ ロ ）。 毎
週日曜（レイクガーデンの駐
車場集合。午前6時スタート。
20 ～ 25キロ）。
④初心者大歓迎！ LSDが目
的のランニンググループ。
⑤ FB：TPRC WEEKEND LSD

【3月】
● Malaysia Women Marathon 2018
①3月4日②5キロ、10キロ、21キロ、42
キロ③シャーアラム・Sultan Alam Shah
博物館
www.mwmarathon.socxs.com
● Bukit Jalil Half Marathon 2018
①3月11日②5キロ、10キロ、21キロ
③ブキットジャリル・スタジアム
www.bukitjalilhalfmarathon.com
● Run Out Pahang Marathon 2018
①3月16日 ②5キ ロ、10キ ロ、21キ ロ、
42キロ
③パハン州クアンタン・Gelora公園
www.pahangmarathon.com
● Miri Marathon 2018
①3月24日 ②5キ ロ、10キ ロ、21キ ロ、
42キロ③サラワク州ミリ・スタジアム
www.mmamarathon.com

●ブキッ・ジャリル：８の字を描くように走る2.7キロの周回コース。
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ウルトラマラソンにも対応の練習メニューあり

Standard Chartered
KLマラソン2018

もあり。

Taman Golden

キロの周回コース。

Jalan T
un

ゆっくりと走る、持久系トレーニングが魅力

国内一番人気のレース、海外招待選手も参加

●デサパークシティ：1周2.2キロのフラットな周回コース。公園内の池回りコース

L

インターバルやペース走などの練習が中心

国内ランニング大会

● UM Arena（マラヤ大学構内）：1周約5キロの周回コース。

it
Buk

LYN Runners

グループ。
⑤ FB：Puma Night Running Club Malaysia

la

Jal

TPRC Weekend LSD

①2013年
②常連ランナー 40 ～ 50名
③主に平日の 夜（ テンポ走、
スピード走、インターバル走、
体幹トレーニングなど）
。練習
場所はデサパークシティなど。
④トレーニングはペースごと
にグループ分けをし、12名の
ペーサーが指導。初心者から
上級者まで対応のランニング

Ja

Mont Kiaraか らJalan Duta
をくぐってこのコースに走って
いくことも可能。

Bukit Tunku

Pacemakers
①2004 年
②100名
③毎週火・水・木曜（レイクガー
デンのプレイグランド集合。午
後 6時半スタート）。
④ペースセッターズのメンバー
でもあるロニーさんが始めた
ランニンググループ。スピード
トレーニングを中心としたメ
ニューが定評。
⑤ FB :Pacemakers Malaysia、
012-279 5208（Mr. Ronnie）

そのほかのランニングコース
●レイクガーデン：1周2.25キロの比較的フラットな周回コース。
● KLCCパーク：距離表示ありの1.1キロの周回コースで、ラバー舗装されている。
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①2007年
②約20名
③休日の早朝、市内の公園で練習会を開催。一
緒にレースに出たり、チームを組んでリレーに参
加している。
④ KL在住日本人のサークル。老若男女、速い人、
遅い人、ビギナーからベテランなど幅広いラン
ナーが所属。走るのが好きな人なら大歓迎！
⑤事務局：017-212 4440、
michael.hioki@gmail.com（ひおき）

国内最大の会員数を誇るランニングクラブ
①1984 年②約600名③毎週土曜（国立プラネタリウム Planetarium Negara 駐車場集合。午前7時半スタート。
5 ～ 6キロ）
。毎週日曜（スリハタマスのペトロナス・ガソリンスタンド前集合。午前6時スタート。15 ～ 20キロ）
。
詳細はウェブサイトにて。④第一回 KLマラソン
開催後に発足した、KLベースのランニングクラ
ブ。こどもから高齢者、初心者からシリアスラ
ンナーまで幅広いランナーが所属している。エ
リア別に4つの支部あり。
「Allianz Pacesetters
4 x 3km」などのランニングイベントも主催。メ
ンバーになるにはウェブサイトから。
⑤ w w w.paceset tersmalaysia.blogspot.
com

n

在馬日本人ランナーのための
ランニンググループ

通称「ダブルヒル」
。起伏の
激しい10キロのコース。

ブキット・トゥンク

Ja
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走馬会

座談会参加者の一人・木原さんから提供いただいたランニングコースを紹介しよう。ご存知のようにマレーシアでは道路が車中心で設計されていて、歩道
らしい歩道がほとんどないのが現状。「車道」を走らざるを得ないランナーにとっては、「距離がつかめ、かつ安全に走れるルート」はとても貴重な情報だ。
KL市内＆近郊の、木原さん手づくりのランニングコースをご活用ください！

National Palace

信号を渡る時注意。
歩道の路面状況が悪いので（木の根っこや穴など）
、足元に注意が必要。比較的治安はよいが、早朝・深夜は要注意。

＜大会＞①開催日②カテゴリー③スタート＆フィニッシュ
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