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第一一章  ブロック大会 
 ブロック大会は、三週間後の日曜日。エアライフルとビームライフルの大会を一日で行

うが、大会前日は公開練習日になっている。小講堂で練習している出場選手を集め林田

が話を始めた、「いいかみんな、学校のテストで、国語八〇点、数学八〇点、科学八〇点、

社会八〇点、英語五〇点、なら、何点だ？ 章」、「え～っと、国語八〇点、数学八〇点、

科学八〇点、・・・でしょ・・、」章は、指を折りながら、「一三〇マイナスだから・・・、三七

〇点」、林田は良くできましたとばかり、「そーだな、章は賢い。」と褒めた。章は、自慢

げに胸を張るが三人はクスクスっと笑う。「じゃぁ、射撃にたとえよう。 呼吸、姿勢、照

準、引き金、フォロースルーをそれぞれ、 八〇点、八〇点、八〇点、八〇点、五〇点だ

ったら紗弥、何点だと思う？ 」と聞かれ、「えっ？ 三七〇点じゃないんですか？ 」と

答えると、林田は首を横に振った。「残念です。実は違います。各それぞれが一〇〇セン

チの板としよう。呼吸八〇センチ、姿勢八〇センチ、照準八〇センチ、引き金八〇

センチ、フォロースルー五〇センチ、この五枚の板で桶を造ったとしたら・・、何セン

チまで水が入ると思う？ 」と今度は綾を指名した。「五〇センチまでしか入りませ

ん。」、「そう、どんなに他が良くても一つミスれば、そこから全て流れ出てしまうのが分

かるだろ？ と言うことは、どうすれば良い？ 」と言って愛を見た。「最低点を引き上

げれば、良いって事ですよね？ 」、「そー言うこと、どんなに頑張っても一二点は取れな

いだろ？ だから一二〇点のテクニックを求める必要はない、全てが一〇〇点になるよ

うに自分の欠点を見直して、最低ラインを上げた方が実力がグッと上がるって事だ。つ

まり・・、」と言いかけると綾が、「自分の欠点を徹底的に克服しなさい・・・。てことです

ね？ 」と、「ピンポン、正解！ 」、さらに四人に「自分を見つめ直して、どうすれが良い

のか考えなさい。これは社会に出ても立派に役に立つ理論だ。いくら仕事が出来ても、

いつも遅刻するやつは信用してもらえないだろ？ それと同じだ。ハイ！ それじゃ、練

習開始。」と言ってブロック大会突破を目指して三週間の練習が始まった。 

据銃して体の揺れを感じ、バランスを制御する。自然狙点を狙い、上半身・肩・上腕・

肘と力を抜いてゆくと腰に重さが集中してくる。少しずつ銃の揺れが小さくなり、や

がて銃が止まる。顎を引くようにして、リアサイトをのぞき、息を漏らすように吐いて

いくと銃身が少しずつ下がってくる。息を止め、右人差し指にわずかな信号が伝わると

標的の王冠が光る。銃は、黒点をとらえたまま止まっている。フー、と息が漏れ、右斜め 前に設置されたスタンドに銃が置かれる。深呼吸して、頭の中に新鮮な酸素を取り入れ、

脳をリフレッシュすると、静かに据銃し、体のゆれを感じる・・・。 

この繰り返しが、何度も何度も行われる。数ヶ月前に彼女たちが持っていた王冠を輝

かせるという喜びの感情は、今はもう無い。輝くことが当たり前となるほどの力を身に

つけ、自信を持って撃ち続けている。そして四〇発という一区切り付けると口元に笑み

が浮かぶのである。 
 大会二日前、練習が終わるとコートや銃の荷造り作業が始まった。櫻葉が、「では、明

日朝七時に集合出発です。遅れた者はおいてきますので、今日は早く寝るように。」と

言うと、みんな「はーい！ 」と元気に答えた。 

紗弥は、その夜、筋トレをせず、イメージトレーニングしながらベットに入った。一番高

いところに立つイメージを抱いて・・・。 

 翌朝、七時には全員集合していた。みんなの息が白く見える季節になっていた。櫻葉

がみんながいる事を確認して、「はい、それでは出発します。」と選手と荷物を載せ、ワ

ゴン車が冷え切った学校を後にした。大会は、エアライフル競技もあるので、隣県の総合

射撃場で行われる。射撃場は、人里離れた場所にあるのが一般的で、この総合射撃場も

山間の交通の便の悪いところにある。車で二時間ほど揺られて着いたところは、コンビニ

だった。 櫻葉が運転席から後ろを振り向き、「ご苦労様でした、ここで休憩です。各自、自分

のお昼のお弁当とお茶を買っておきなさい。お菓子は自由です。買い物が終了次第出発

します。」と言うと、一同、コンビニになだれ込んだ。櫻葉は、おにぎりを三つとお茶を

手にすると、生活用品の棚に足を進め、ある物を手にした。 

全員車に乗り込み、射撃場に向かう。途中、山の上の方は紅葉が終わりかけている処

もあるが、まだまだ見頃で選手達は車窓の赤や黄色の鮮やかな木々に目を奪われ、携

帯電話のカメラで写真を撮る者も現れた。 

午前一〇時を少し過ぎたころ、やっと射撃場に到着した。山道を右に左にと曲がり

ながらの道のりであったが、車酔いする者もなく全員無事に到着するはずであった。が、

約一名青白い顔でぐったりして、しゃがみ込んでいる選手がいる、・・・紗弥だ。どうも、

携帯電話で撮った写真を誰かに送ろうとして、画面を見続けていたため、車に酔ったよ
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うだ。そんな紗弥を車に寝かせて、みんなで荷物を運んだ。雅美学園や他県の学校も

何校か来ており、既に公開練習は始まっている。 

会場に入ると日差しの入らない室内はブルッとなるくらい冷えていた。「おはようご

ざいます。」とジャージの上から暖かそうなジャンバーを着た清川が櫻葉にあいさつし

た。手には使い捨てカイロを持っている、やはり寒いのだ。櫻葉はニヤリとした。「清川さ

んおはよう、調子はどうですか？ 明日は頑張ってくださいね。」と声をかけると、「は

い、ありがとうございます。 えーっと、浅田さんは？ 」と姿が見えない紗弥を心配し

て清川が櫻葉に尋ねた。「ああ、ちょっとね、今車で休んでます。」と言う櫻葉の返事に、

「風邪？ ・・ですか？ 」と心配そうに尋ねた。櫻葉はニコッと笑って、「いいえ、Car Sick 

です。」と答えると清川は、「？ ？ ？ 」と頭をひねった。 

ワゴン車のドアを開け、後部席で横になり青い空をポカーンと見ていると清川の顔が

上の方から急に現れた。びっくりして飛び起きる紗弥に清川が、「ごめんね、驚かせ

て。」と声をかけた。ちょっと驚いた紗弥は、「ううん、大丈夫。ちょっとびっくりしたけ

ど・・・。」と返事をすると清川は、「大丈夫？ 体？ 」と心配げに声をかけた。「うん！ 

全然大丈夫、もう治っちゃってる。ちょっと下を見てたら、気持ち悪くなっただけ。」と

答えると、「えっ、車酔い？ 」と清川が聞きなおした。「うん、そう・・。」と答えた紗弥の

顔が赤くなる。「なーんだ、先生なんか難しい英語で言うからちょっと心配したのに・・・。

今日は、撃つんでしょ？ 」と聞かれ、「うん！ 調子は、まーまーかな？ 清川さん

は？ 」と聞き返した。清川は、「バッチリ！ 」と返事をするので紗弥も、「そう！ 優勝

して選抜一緒に行こうね。」と言うと、「ええ、頑張ってね。」と清川に励まされた。駐車

場には、お日様が降りそそぎ、風もなく暖かい良い陽気であった。 

射撃場の一階は火薬を使うスモールボアライフルの五〇メートル射場で、屋根と壁は

あるが一〇メートルほど先からは開けっぴろげの状態だ。二階のエアライフル射場は、完

全室内で風による影響は受けないように造られている。その一部を区切ってビームライ

フル会場として使用するのだが、室内は暖房器具はなく非常に寒い。紗弥達はコートを

着て射座に向かうが、寒くて指が思うように動かない。銃を置いて準備をしていると櫻

葉が、使い捨てカイロを袋から取り出しクシャクシャと揉んで紗弥達に手渡した。先ほど

コンビニで手にしたのはこれだったのだ。「コートのポケットに入れておきなさい。指先が

冷えたらポケットに手を入れて暖めなさい。」、受け取った紗弥達は、また先生を見直

したようである。おかげで、午前中の練習は良い状況で終えることが出来た。 
明日審査が行われる部屋には、暖房器具があるので、お昼はその部屋で昼食を食べた。

お腹が膨れ、暖かくなると心地よい気分になってくるのが世の常で、テーブルに伏せた

り、窓に頭をもたれかけたりしてそれぞれが十分な睡眠をとった。 

午後からも練習をした後、本日宿泊する宿へと向かったが、まだ日は高い。少し遠回

りをして、紅葉が綺麗なダム湖へと向かった。途中、道の駅に立ち寄ると「イノシシコロッ

ケ」と看板が出ていた。このあたりは、イノシシが出るらしい。先生のおごりで、一個一

二〇円の熱々イノシシコロッケをみんなで食べたが櫻葉は、「このコロッケのどれほどがイ

ノシシの肉なのか？ 」と疑問に思いながら一個一二〇円のイノシシコロッケをほおばった。 

ダム湖の近くのドライブインに車を止めて、みんなで展望台に向かった。澄み切った

青空と対岸の山の紅葉が湖に写り、とても綺麗だ。しかし、陽が傾き風が吹き出すと

背筋がゾクッとする。風邪でも引いたら明日の試合に差し支えるので車に向かおうとし

たところ、駐車場の傍らに檻に入ったイノシシが一頭いるのを綾が見つけた。近づくと毛

が抜けかけ、かなり年老いている様子、檻には餌をあげないように注意書きが張ってあ

る。綾が、「何か可哀想だね、このプーちゃん。」と呟いた。みんなが、「えっ！ プーちゃ

ん？ 」と思った。何処にもこのイノシシの名前は書かれていない。動物好きの綾がとっさ

に思いついた名前なのだろう・・。みんなも、そのイノシシをプーちゃんと呼んだ。 

「じゃあね！ プーちゃん。また来るから・・・。」と綾は別れを告げて車は宿へと向かっ

た。宿に向かう車の中で櫻葉が、「この辺り、イノシシが出ると言うことは、今夜は猪鍋

かもしれませんね？ 」と言うとそれを聞いた綾が、「先生、やだー。プーちゃん食べな

いでよ！ 」と怒る。愛が、「綾、大丈夫よ。プーちゃんは、食べられないから・・。だってあ

んなに年寄りだもん、おいしくないよ。」と慰めるように言うと車内にみんなの笑い声

が響いた。  宿は山の中の一軒屋で付近に民家はない。ひばりヶ丘と雅美学園の二校、そして県ラ

の役員の方々数名の貸し切り状態である。夕食時には、鷹見さんと、どういう訳か林田

コーチも一緒に座っているではないか。どうやら、ただのコーチではなさそうであると四

人は思い始めていた。生徒は食事を終え各部屋に戻っていくが、櫻葉先生と田辺先生、

林田コーチに鷹見さんはアルコールも入って随分と話が弾んでいるようだ。酔っぱらい達

の夜は長い・・・。 紗弥達四人は、そんな酔っぱらい達にはかまわず、お風呂に入った。四人でいっぱいだ。

部屋ごとに入るので、あまり長湯は出来ないが、冷え切った体を湯船で十分温めた。体
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を洗う四人、紗弥が自分のお腹を隠しながら、他の三人の腹辺りのお肉の付き方を観

察する。それに気づいた綾が、「何なのよ、紗弥。人のお腹ジロジロ見て・・・。」とタオルで

おなかを隠すようにして言うと、「エヘッ！ やせたかなーって思って・・・。だって、射撃始

めたキッカケって、ダイエットじゃなかった？ 」と答えた。愛が、「そういえば、そーだよ

ね？ すっかり忘れてた。」と思い出したように言えば章が、「でも、まーまーの体になっ

たんじゃない？ 腹筋は割れてないけど・・・。」と言ってボディービルダーのポーズをとっ

てみせる。お風呂の中で大きな笑い声が響き渡った。 

部屋に戻って、お菓子を食べながら少しおしゃべりをしたが、体が冷える前に早めに

布団に入り灯りを消した。紗弥は、目をつむり冷静に撃っている自分をイメージしなが

ら四シリーズを夢の中で撃とうとしたが、一シリーズの後半で意識をなくしていた。 

グ～・・。  山の朝は早い、窓越しに鳥の鳴き声が聞こえる。「う～ん、さむい・・・。」と眠そうに紗

弥が目を開ける。「おはよ、」と綾が声をかけた。「うっ、おはよー。みんなは？ 」と眩し

そうに片目を開ける紗弥に綾が、「顔洗いに行ったよ！ 目さめた？ 」と聞く。「う

ん。」と答えると「じゃぁ、布団たたむから顔洗っといで・・。ご飯食べに行くよ。」と誘った。

紗弥は眠そうに、「ふぁーい。」と返事をした。 

食事を終えて荷物を車に積み込む。清川達も車に荷物を積み込むところだ。「おは

よー、よく眠れた？ 」と紗弥が声をかける。「ええ、体調は？ 」と清川に聞かれ、「絶

好調！ ・・かな？ 」と、「がんばってね。」と言われ「うん！ 清川さんも、」と答えて二

人はそれぞれ車に乗り込み射撃場へと向かった。 

 開会式が二階のエアライフル射場で行われた。鷹見さんと林田コーチも参列している。

「いったいあの人達は何なんだろう？ 」と紗弥は素朴な疑問を感じていた。開会式が終

了し林田がみんなを集めた。「この大会は、君たちの普段どおりの射撃ができれば十分

良い結果が出せる。何も考えず普段どおりにやってくればいい。」と落ち着いた口調で

話すと紗弥が、「でもコーチ、緊張してそんな普段どおりにできませんよ。ね？ 」とみ

んなに同意を求めた。「紗弥、物事は何でも前向きに考えるようにしなくちゃいけない。

失敗したらどうしようじゃなくて、こうしたら成功するってね！ 」、「はい。」と紗弥が

答えると、「それじゃ、三発三〇点満射のことだけ考えなさい！ 何も考えないって言う のは難しいけど、三発満射のことだけ考えるのは、そんなに難しいことじゃないだろ？ 

無心で撃て、何てことは言わないから、三発満射に集中して撃ってみなさい。君達の普段

の実力なら、きっと良い結果が出るはずだ。」と勇気付けた。 

ブロック大会でのファイナルは無い、本戦のみで順位が決定されるのだ。だから「本戦

に気合を入れろ！ 」と言いたいところであるが、逆に選手を緊張させてしまうことに

なる。リラックスさせ自信を持たせることも大切なのだ。 

大会は、エアライフル、ビームライフル共に女子から始まった。愛と綾が一射群、紗弥

と章が二射群だ。ストレッチをして体をほぐし温めるが、やはり指先などは冷えて思う

ように動かない。ポケットに手を入れて、使い捨てカイロで指先を温める。いよいよ愛と

綾の出番だ。冷え切った空気が会場の雰囲気をさらに引き締める。 

射場長の号令と共に一斉に射撃音が響き渡る。二人とも少々緊張しているのか、な

かなか思うように当たってくれない。何度も銃を置いて、リアサイトの調整をしている。

調子が出てきた綾が先に本射に入るが、慎重な愛は少々多めに試射をした後、十分セ

ンターに当たったところで本射に入った。 

結果、 愛は、九八点  九八点  九七点  九六点  合計 三八九点 

綾は、九六点  九八点  九八点 一〇〇点  合計 三九二点 

を撃つが、トップは、三九四点で雅美学園の二年生がとった。現在、綾が暫定二位で全

国への切符を手にしようとしている。エアライフル一射群は、清川が抜群の安定力でトッ

プを取り、全国選抜出場は確実だ。 
ビームライフル二射群、紗弥と章の出番だ。紗弥の試射が長い、一〇点に入っているの

だが、上下左右にバラツキがありセンターになかなか入らないのだ。何度かリアサイト

を調整するが、思うように当たらないようだ。少々の不安を残しながら紗弥は本射に

入った。二～三発撃つごとに指が冷えてくるので、ポケットに手を入れてカイロで指を温

める。中にはカイロを持っておらず、指を「ハー」と息で温めながら苦労して撃っている選

手もいた。会場は静かだ・・・。櫻葉と愛・綾が二人の様子を心配そうに見守っている。エ

アライフルの採点集計の仕事が一段落した林田が様子を見にビームライフルの会場に現

れた。「どうですか？ 」と林田が櫻葉に尋ねると、「章は少し緊張しているようです。紗

弥はサイトが合わずに苦労してた様ですが、撃ち始めたらそこそこ撃ってます。」と説

明した。それを聞いた林田は、「そうですか・・。」と言って二人を見守った。 
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「普段どおり、普段どおり・・・。三発満射なら私にもできる。いつもやってるじゃな

い・・。」紗弥は自分に暗示をかけるようにつぶやいた。 

章は、   九七点  九七点  九六点 一〇〇点  合計 三九〇点 

と最終シリーズを満射で終了した。 
同じ二射群で撃っていた雅美の有力選手の二年生が 

  九九点  九九点  九八点  九九点  合計 三九五点 

で撃ち終え現在トップに立ったので、綾は三位に下がり全国選抜への出場は断たれてし

まった。 紗弥が三シリーズを終え 
 九八点  九九点 一〇〇点 

のマイナス三点だ。四シリーズ目も満射ペースで残すところ二発である。櫻葉は、祈るよ

うに手を合わせた。 
 パン！   一〇点 

点数を確認した櫻葉は、「やった、あと一発！ これで、九点撃っても雅美には一点差で

勝てる。」と思った次の瞬間、「パン！ 」と発射音が鳴り、紗弥がみごとなセンターの一

〇点を撃ち、第四シリーズを満射で終了した。 

 合計 三九七点 
で紗弥がトップをとったのだ。 

紗弥は、満足げに戻ってきたが、トップに立ったことを紗弥はまだ知らない。にこやか

な顔でみんなが出迎えると紗弥はキョトンとした。そんな紗弥に櫻葉が、「おめでと

う！ 現在、紗弥がトップですよ。」とニコニコしながら言うと「あたしがトップ？ 」と驚

いた。「えぇ、まだ二射群全員が撃ち終わってませんから最終決定じゃぁありませんが、

主力選手はもう終わってるので、ほぼ決定です。」と話す櫻葉に「ほんとに？ ホントで

すか？ 」と問いつめ、櫻葉がうんとうなずくと「やったー！ 」と紗弥が大喜びした。そ

んな紗弥に林田は、「シーッ！ まだ、撃ってる人がいるからお静かに・・。 紗弥、とにか

く今は一位だ、とりあえずおめでとう。」と言って林田が右手を差し出した。紗弥は、

「ありがとうございます・・。」と言って林田と握手をした。 

大会の結果は、 
紗弥が 三九七点 で 一位 

綾が、 三九二点 で 四位 
章が、 三九〇点 で 七位 

愛が  三八九点 で 八位 
と入賞者八名の中に、ひばりヶ丘の一年生が四名も入るという驚きの結果となった。 

 表彰式で、どこかの県の校長先生から、「よく頑張ったね、おめでとう。」と言われて

紗弥に一位の表彰状が手渡された。その様子を横で林田と櫻葉がニコニコしながら拍手

をして眺めていた。 
表彰式が終わり、林田からみんなにお祝いとお礼の言葉があった。ブロック大会で上

位八名中、ひばりヶ丘の一年生四名が入ったことは思いも寄らぬことなのだから・・・。春

の全国選抜出場が決まった紗弥には、更なる厳しい練習が待っていることも伝えられた

が、今の紗弥には何を言われても「はい」と笑顔で答えることができた。 

ドライブインで、櫻葉にお団子を買ってもらってみんなでお礼を言った時も、帰りの

車の中でみんなの会話に入っておしゃべりしていても、どことなく夢見心地の紗弥であっ

た。  荷物を部室にしまい、紗弥はみんなと別れて帰宅した。お母さんから「どうだった

の？ 」と訪ねられて、「やったよ！ 春の全国選抜大会、出場決定！ 」と満面の笑顔で

報告した・・。 一人、お風呂に入って湯船につかり、今日の試合のことを振り返ってみた。 

なんで自分の射撃ができたのかな・・・？  

点数への執着も無かったし・・・。 
いつもどおりに空撃出来てたよね・・・、 

あの時も、ちゃんと下ろせたっけ・・・。 

私って頑張れば、ちゃんと一位になれるじゃん・・・。 

今回は、嬉しくて嬉しくて仕方ない紗弥であった。 
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