
　　　　　　世界で最も過酷な 
　　　ペルー・イカ砂漠マラソンに挑んだ 
　　　　　TEAM  A☆H☆O の軌跡　 

　。 
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TEAM A☆H☆O とは 
　A  　あかるく 
   ☆ 
　H  　他の誰かを 
   ☆ 
　O  　応援する　僕たちの挑戦で！ 

ワクワクした仲間が集まり、チームとなり 
１人では挑戦できないことを、チーム全体で 
笑い楽しみながら挑戦を続けることで 
希望のたねを増やすことを目標に動いています！ 



　 TEAM A☆H☆Oが活動を続ける想い  

　誰かの挑戦が、誰かの勇気につながる  
         誰かの挑戦が、誰かの幸せにつながる 

できるかできないかは、わからない。けれど挑戦してみたい。 

私たちの挑戦自体は、きっかけを作るための小さな一歩です。 

勇気を持って始め、前向きに挑み続ける姿を発信し続けることで、 
誰かが勇気を出し、新たな一歩を踏み出すきっかけになる。 

そう信じています。 

大切なのは続けること。　　 

ワクワクすることや目標が一人ひとり違うように、 
立ちはだかる壁も、それぞれ違います。　 
それでも失敗しても諦めなければ、夢は実現できます。 

自分たちの挑戦が、誰かの喜びや幸せにつながることをイメージし 
笑い楽しみながら、チームで挑戦を続けています。 

「みんなでやれば、出来ない事なんて無い」 

このメッセージを、ユーモアを交えて発信します。 
多くの人たちと感動を共有することで、 
新たな挑戦の後押しにつなげたいと考えています。 



TEAM紹介 

　TEAMで決まっているのは「ワクワクすることに挑戦する」ということだけです。 
　チャレンジごとに、メンバーは変わり、目標に向かって成長していきます。 

　大きな目標に挑戦するということは、 
　地平線の向こうまで広がる畑に種をまき続けることに似ています。 
　時に無茶、無謀だと思われることもありますが 
　それでも楽しみながら、笑顔を絶やさずに進み続けます。 
　笑顔なき大地には、喜びも感動も、芽を出すことはありません。 
　果てしない種まきも、いつか花が咲き、収穫を夢見るからこそ 
　続けることができ、終わりが見えてきます。 

　私たちが挑戦する姿・そこに至るまでの準備、苦労、学びをＳＮＳなどで 
　発信することで、多くの人たちと喜びや葛藤、挑戦に向けた熱量を共有します。 

　私たちが一歩を踏み出したことで、誰かが何かを考え、行動を起こす 
 「きっかけの種まき」をTEAM全体で創っていきたいのです。  



これまでの実績 

★2014年4月　サハラマラソン（モロッコ 250km） 
チーム部門に日本人初チームで出場 
・スポンサー　　：エゴスキュージャパン 
・サブスポンサー：Salomon, Suunto,アウトドア会社シェルパ 

★2014年10月　ジャングルマラソン（ブラジル 275km） 
チーム部門に出場し、日本勢で初となる優勝を果たす！ 
・スポンサー　　：アウトドア会社シェルパ 
・サブスポンサー：エゴスキュージャパン, Salomon, Suunto, 明治乳業 

★2015年10月　アタカマ砂漠マラソン（チリ 250km） 
チーム部門に出場し、チーム部門２位　 
特別賞スピリットアワード受賞！ 
・スポンサー　　：アウトドア会社シェルパ 
・サブスポンサー：エゴスキュージャパン, Salomon, Suunto,  

★2016年10月　アタカマ砂漠マラソン（チリ 250km） 
チーム部門に出場し、チーム部門１位　 
・スポンサー　　：アウトドア会社シェルパ、YAMA tune（ヤマツネ） 
・サブスポンサー：エゴスキュージャパン, Salomon, Suunto,  
・撮影提供　　　：エデュテイナーアカデミー 



ペルー・イカ砂漠マラソン概要 

日程:2017年11月28日～12月3日 
主催:Marathon Des Sables 

  ステージ１　37.2km 
  ステージ２　42.2km 
  ステージ３　32.7km 
  ステージ４　68.4km （ロングステージ） 
  ステージ５　42.2km　 
  ステージ６　19.6km 

砂丘、砂利道、もろい岩石などのコースを駆け抜けます。 
各ステージとも約10km間隔でチェックポイントが設けられ 
選手は休息を取るだけでなく、水の補給や治療を受けられます。 
ロングステージの呼び名をもつステージ４は２日間にわたり、 
ほかのステージの倍近い距離を昼夜を問わずに走ります。 

　ペルー・ワカチナを舞台に7日間にわたり大会が展開され 
　選手は食料や衣類、寝袋など10kg超の装備を背中に担いで、約250kmを走り抜きます。 
　最高気温40度、最低気温10度という過酷な寒暖差と灼熱の砂漠でランナー同士がお互 
　いを助けあいながらゴールを目指すレースです。 



ペルー・イカ砂漠レース報告 

「　嬉しさと悔しさ　」 

TEAM A☆H☆Oとして５回目となる挑戦。チーム人数過去最多
１９名での挑戦は大きなものを一人ひとりが得れました。 

レース初日にミッキーが足を痛め、らんぼうがミッキーを引っ
張り、ミッキーや仲間の荷物をみんなで分けて、みんなで助け
合ってなんとか全員が１日目をゴールすることができました。 

初めて過酷なアドベンチャーレースを体験したメンバーにとっ
ては、初日はとても大きく、さらに現地の水が合わなくて、下
痢を起こしたり膀胱炎の様な症状のメンバーが何人もいました。 

２日目の最初に大きな山を越える際にチームとして大きな決断
がありました。 
最初のチェックポイントで、１０名がタイムオーバーとなりリ
タイヤになりました。　 
僕は、最初一番後ろから様子を見ながら、誰かはリタイヤする
と、思っていたのが現実になった瞬間でした。 

今まで一緒に挑戦したメンバーかごしまん、まさお、らんぼう
がサポート側でみんなを支えてもらっていて 
まだ体力があったのに、一緒に進めれなかったのは痛かった。 
そして、けんちゃんゆりかちゃん、ミッキー、さとこ 
ちゃん、ゆっぴー、パープル、みつひろさんがこの時点でタイ
ムオーバーになるのも正直きつかった。 

チームとしてのやり方やあり方をもっとこうしたらよかっ 
たんじゃないかな。 
こうしたらもっとさらによかったんじゃないかな歩きな 
がらいろんな思いがよぎりました。 



　僕は、ぎりぎりタイムオーバーにならず、４０分近く次の 
チェックポイントまで通過する時間が少なかったのですが、 
みんなの思いと一緒に行くと決めて走ってなんとか間に合い、 
その日はゴールすることができました。僕は、人生で初めて 
の血尿がでました。 

そんな時、一緒にのこったメンバーの元薬剤師ちゃき、看護 
婦のあやちゃんからアドバイスをもらい、塩をいっぱい取る 
ことで回復をしていきました。 
のこったメンバー９人もとても素晴らしくて、ラオウも足を 
痛めながらも諦めずに一歩踏み出していく姿がとても素敵で 
した。 
鍼灸師のつよぽんは、みんなの体をケアしてくれて本当 
に大きな存在でした。 
３回目の挑戦の幸四郎さんは、まったく不安もなく、むしろ 
安定した歩きを見せてくれてとても心強かった。 

いけちゃんはみんなのサポートをしてくれて、魚さんは 
キャンプ経験が豊富で焚き火やテント張りなどサポートして 
くれて、人それぞれ、役割があって、その役割と一人ひとり 
の「　出番　」があると思いました。 
まさも、いつも後ろでラオウをサポートしてくれてラオウも 
安心していました。 
僕は、全体を見ながら一番前で歩きコースを見つけていきま 
した。　 

18.1.28 



18.1.28 

この時、あの人がいたから助かったあの時、あの人がいたから支えになった常に寄り添い、時に離れて一人なって自分との
対話、チームとの対話、一人ひとりが挑戦する思いが違うように、ここまでの道のりも違う役割が違うように出番（ベスト
なタイミング）があると思いました。ゴールできたことは嬉しいです。 

でも、全員でゴールできなかったことは悔しいです。タイムオーバーになったメンバー１０人がいたからのこった９人はみん
なの思いをもって頑張ろうとさらにチカラが入りました。　「　嬉しさと悔しさ　」偶然かもしれないけどほぼ半分の９名
完走１０名リタイヤ。TEAM A☆H☆Oにとっても挑戦するたびに結果を出し続け今年は映画もでき映画では、本当に美しい
部分が多く映っている。　 
映画以上に現実は、体は痛くまったく知らない土地で慣れていない水やレース用の食べ物を摂るとも環境の違いも大きな不
安要素になるここから一人ひとりが何を感じ、何を学び、何を得て、次に挑戦していくか凹んでいる時間はまったくなくて
むしろ、結果や挑戦以上に僕は　「　続けていく　」ことの大切さをとても大きく感じます。 

そしてTEAM A☆H☆Oとして大きな変化を頂きました。 
いままでのやり方（チーム作り）では限界が来ていることをそれを今回１９人で体感することができ本当に嬉しかったです。
もっといっぱいの感動を共有したい、もっとみんなと一緒に生きていきたい希望や幸せのきっかけをさらに増や 
していけるようにもっといろんなことに挑戦していきたいと思いました。 



レース展開は、さすがMDS（大会団体名）と思える素敵なコースで、 
次のチェックポイントがすぐには見えないようにコースを作っていて、 
過酷なレースなのですが、山や砂漠、海と大自然をいっぱい体感でき 
ました。　　 
スタッフの方もとても親切に僕たちを見たらいつもクラクションを鳴 
らしてくれたり、ハイタッチしたり「 HAPPY 」と言ってくれて本当に 
嬉しかったです。　 
応援してくれたみんながいることが本当に嬉しかったです。 
ペルー応援ツアーを企画して頂いた林さん、スタッフのみんな、参加者 
のみなさん本当にありがとうございました。！！ 
とてもチカラになりました。！！　 
そして今回、一緒に挑戦すると決めてくれた大切なチームメンバーま 
さ、かごしまん、まさお、らんぼう、幸四郎さん、つよぽん、けんち 
ゃん、みつひろさん、魚さん、ラオウ、パープル、いけちゃん、さとこ 
ちゃん、ミッキー、あやちゃん、ゆりかちゃん、ちゃき、ゆっぴー 

本当にありがとう。 
みんなと一緒に挑戦することができてまた一つ宝物ができました。 
僕は、これからも挑戦し続けます。 
挑戦をいっぱいして、新しい出会いやきっかけをいっぱい作って　 

TEAM A☆H☆Oの思い 
「　誰かの挑戦が　誰かの勇気につながる　」 
「　誰かの挑戦が　誰かの幸せにつながる　」 
できる　できないではなく 
笑い楽しみながら一歩踏み出すことの大切さを伝えていきます。  
TEAM A☆H☆O　リーダー　こういちマンモス 

18.1.28 



★今回の企業スポンサー　 
•  スポンサー　　：アウトドア会社シェルパ、YAMA tune（ヤマツネ） 
•  サブスポンサー：エゴスキュー・ジャパン, Salomon, Suunto,  
•  撮影提供　　　：エデュテイナーアカデミー 



　　TEAM A☆H☆O　リーダー 

　【　川島孝一　愛称：こういちマンモス　】 

 今回も素晴らしい体験をすることができました。 
応援して頂いたみなさん、チームのみんな、本当 
にありがとうございました。完走９名・リタイヤ 
１０名となって、嬉しさと悔しさを両方共有する 
ことができました。 

 ここで得た経験を一人ひとりが次に活かしていくことが 
また新しい出会いや喜びが増え、人生の宝物一つ増え 
ていきます。 

これからもできるできないではなく、笑い楽しみながら 
一歩踏み出す大切を伝えていきます。ありがとうござい 
ました。 

18.1.28 

TEAM A☆H☆O　メンバー感想 



　　【　田中顕司郎　愛称：ラオウ　】 

　　1%のわくわくを信じて挑戦したこのマラソン。 
実際は想像の700倍も辛く、キツく、痛い… 自
分の一生でもうこれ程の試練はないと思える程
のものでした。 だけど、完走して完走メダルを
貰った時に もう一回やってもいいな、と思いま
した。 なぜなら、 人生を楽に生きたいんじゃな
い、楽しく生きたいんだ！ という事に気付いた
からです。 今までの全てにありがとうございま
す。 そして、愛してる。HAPPY～♪ 

18.1.28 

【　紫雲公太　愛称：パープル　】 

応援いただきありがとうございます！ 私のイ
カ砂漠マラソンはタイムアウトという悔しい結
果に終わりました。あのときああしていれば。
もっとこうしていれば。と反省点は多くありま
す。 我々ラッキータウンの目標は、みんなと笑
顔で人生を歩むこと。 挑戦は誰かに勇気を与
えられる。挑戦が誰かの背中を押す。 失敗して
も笑いに変えて、人生を楽しむために挑戦し続
けます。 応援してくれる方がいるから挑戦でき
ます。本当にありがとうございました！！ ブロ
グ lttabi.com Facebook『ラッキータウン』 



　【　松本美由紀　愛称：ミッキー　】 

　　ワクワクした事はできる「ほら、できたじゃん！」と自分
に証明したくて挑戦しました。けれど、私のイカ砂漠挑戦
の結果はそうではありませんでした。 ワクワクしたことは
「絶対にやった方がいい」 私が自分に証明できたのは、そ
こには自分が必要な大切な経験が待っているということで
す。それは想像をはるかに超えた現実です。 最後に、応援
してくださったみなさん、心から本当にありがとうござい
ました！ 

18.1.28 

【　松本智子　愛称：さとこちゃん　】 

　今回のレースは、自分と向き合う為だったようです。 
 周りからしっかりしてると言われ、それに合わせてずっと
頑張ってきた。でも今回は本来の自分の弱さ、もろさ、情
けなさをハッキリと見せつけられました。 見て見ぬ振りし
て来たけれど、やっぱりそこは避けては通れない道だった。 
根気強くサポートをし続けてくれたメンバーや、頑張ってる
メンバーの姿に励まされ 続けました。 次は、私が誰かの支
えになれる人でありたい。 このTEAMメンバーと共に過ご
せた事を誇りに思い、心から感謝しています。 



　【　中村雅人　愛称：MaSaTo　】 

　   僕にとっては、今回で3回目の砂漠マラソンでした。
1回目は個人でサハラマラソン、2回目と今回はTEAM 
A☆H☆Oのメンバーとして参加しました。 

      今回はチームが19人いる中で、どんな役割ができる
かすごく考える良い機会になりました。  

      壮大な砂丘、広大な海を景色に走ることは、本当に
気持ちよく、最後まで仲間と完走する気持ち団結し
てゴールできたことが嬉しかったです。 

18.1.28 

【　上山光広　愛称：みつひろさん　】 

クラウドファンディングから始まって、家族でペルーに渡り、
過酷レースへの参加、すべて人生初で、あまりにも情報量が多
すぎて、レースを終えて帰国して数日たった今も、正直、まと
まった感想を書くことができません。ただ、この多すぎる情
報量の中から得た気付きは、これからの僕の人生、これから
の僕の家族の人生に大きな喜びをもたらすものであることは
間違いないです。これからの人生にペルーでの体験を活かして
いきます。 



　　【　田口賢　愛称：けんちゃん　】 

　　たくさんの方の応援の元、パートナー友里佳と一
緒に挑戦でき幸せいっぱいです。結果から言えば、
失敗です。「悔しい」「友里佳をゴールまで連れ
て行ってあげたかった」という想いが大半でした
が、レース直後仲間と本音で想いを語り合いシェ
アリングをすることによって、この結果でよかっ
たと思えるようになりました。また、２人の挑戦
としては、最後まで寄り添って一緒に歩む事が出
来たので悔いはありません。この経験を生かし今
後の音楽や講演を通じ「挑戦することの素晴らし
さを」伝えて行きたいと思います。 18.1.28 

【　中川友里佳　愛称：ゆりかちゃん　】 

大切なパートナーけんと19人の仲間達と一緒に挑
戦できて本当に良かったです。熱中症になり意識も
うろうの中、けんが諦めずずっと前向きな言葉と笑
顔で手を引いて歩いてくれました。チーム19人の仲
間達が支えてくれました。たくさんの応援と家族の
存在みんなが私を2日目まで連れてってくれました。
たくさん泣いて笑って向き合ってありのままの自分
に出会えました。けん、一緒に挑戦してくれて本当
にありがとう 。 
関わってくれた全ての人に心からありがとう 



【　谷口保　愛称：かごしまん　】 

過酷なレース２回目の挑戦。目標は、最後尾でサポートし尽くすこと！ 
結果はレース自体は２日目でタイムアウトでした。 
悔しいけどやりきりました。 
僕の挑戦は半分は達成。半分の１９人でゴールは叶いませんでした。 
だけどタイムアウトしたことは、大きなギフトになりました。 
その１０人のメンバーでのシェアが、僕にとって濃かった。 
残った９名のゴールを祈った時間もペルーの国を巡った時間も 
ゴールで世界中の人たちとメンバーのゴールを祝福した時間も 
最倖の宝物になりました。応援ありがとうございました。 

18.1.28 

【　上田直樹　愛称：らんぼう　】 

前回のアタカマ挑戦ではチーム全員が完走してチーム優勝とい
う絵に書いたような結果となった。 
けれど今回、その中だけでは見えなかった悔しさを味わった。 
挑戦した先には必ずしも望んだ結果が待っているとは限らない。 
ただ、今回はそれ以上のものを手に入れることができたように
思う。 
仲間たちと魂からの共有ができ、素晴らしい出逢いに恵まれた。 
これからどうなってゆくのか更に楽しみ。支えてくださった全
ての方々に感謝したい。 



　　【　板倉卓磨　愛称：魚さん　】 

　　地平線のどこまでも続く砂漠、 照りつける太陽、空、風、
砂、足跡… 世界の全てが愛おしく思えるくらい 魂が震え
る７日間を過ごさせていただきました。 「足の痛み」や
「喉の渇き」辛いことのすべてが、 〝今を生きている
証〟だと思うと、なぜか自分にはとても嬉しく感じられ、 
それが僕にとっての『REAL』でした。 焚き火を囲んでお
湯を沸かしたこと おやつを分けてもらったこと すべて大
切な思い出です。 チームのみんな、ありがとう。 

18.1.28 

【　石本幸四郎　愛称：幸四郎さん　】 

 3年連続3回目となる今回の挑戦は、この6年間、自分
と向き合い続けて取り戻してきた「本当の自分」がど
んな姿を見せるのかを確認するような時間でした。レ
ースが始まると完走へ淡々とベストを尽くし、毎日が
清々しい。そして、過酷なレースの中で何度も湧き上
がる苦しみすら楽しんでいる自分がそこにいて、本当
にうれしかったです。応援し支えてくれたみなさんの
おかげです。本当にありがとうございました。 



　 【　小泉雅央　愛称：まさお　】 

　  思い描いたような結果は得られませんでしたが、 
仲間と助け合いながら、たくさんの限界を超え
ていくことができました。 

     国境を超えて、笑顔で繋がり合う、素晴らしい
フィナーレを迎えることができました。 

　 一歩踏み出して、挑戦したことで、たくさんの
大切なことに気づけたし、たくさんの大切なつ
ながりが生まれていきました。 たくさんの人生
の宝物が見つかりました。 

　  ありがとうございました。 
18.1.28 

【　渡邊剛志　愛称：つよぽん　】 
厳しく過酷なレースを終えて今思うことは、 
『楽しかったな～、寂しいな～』です(笑) 
やっぱり、そうなんです！あんなにレース中はしんどかったのに！ 
あんなにゴールに執着して毎日ドキドキしてたのに！ 
仲間にテーピング貼りたーい、水膨れ処理したーい(笑) 
毎日、皆様からの見えない力に助けられ一歩、 
また一歩と進むことができました。 
僕は思いました！挑戦を決め、尊敬する仲間と出会い、 
全てに感謝し、自分の弱さと強さを知る。 
こんな機会を与えてくれて、最高じゃないですかー 『砂漠マラソン』、 
最高じゃないですかー『TEAM A☆H☆O』 
すでに、リーダーを始め複数回挑戦している 
変態(勇者)のように中毒になりつつあります(笑) 
本当に、皆様ありがとうございました。 



　　【　三橋由希　愛称：ゆっぴー　】 

　　イカ砂漠マラソンに挑戦するきっかけは、リュック
を背負って砂漠に立つ自分が思い浮かびワクワクし
たからだった。 
完走すると信じて疑わなかった。結果は2日目タイ
ムオーバーでリタイア。 
予想外の展開に愕然とし、事実を受け入れられなか
った。 
この頑なな私の心を溶かしてくれたのは、仲間
の“愛”だった。 
みんな極限状態の中、お互いを気遣い、思いやり、
そこに“愛”があった 
完走出来なかったコトは悔しいけど、仲間の“愛”を
感じられたコトは私にとって人生の宝物となった 18.1.28 

【　福永奈穂　愛称：ちゃき　】 

ペルーイカ砂漠マラソンに参加させていただき
ありがとうございました。参加を決めるまでに
金銭的体力的な壁があり、乗り越えてからも自
分との向き合いの期間が長く続きました。弱く
何もできない自分を認めたつもりでしたがレー
ス中や後にも更にのし掛かり、また自分を省み
る良いきっかけとなりました。自分の良き所改
善したい所をこれからの生活で伸ばしていこう
と思います。たくさんの氣付ききっかけをあり
がとうございました。 



　【　青木綾子　愛称：あやちゃん　】 

　　私がこのレースに参加した動機は①チームでの達成感を
再認識し、みんなで味わう②志向性の転換により苦しみ
も楽しみに変わる実体験をするということであった。過
酷なレースで環境的に予測できる疼痛や風邪、下痢など
の症状には薬で対応できるが、メンタル面で如何に克服
できるかということが課題で、限られた中で出来ること
は笑いや気分転換、食事やアロマ、音楽などであった。
結果として①②は達成でき、一番はいつでも笑っていら
れるということではないかとつくづく感じることが出来
た。「HAPPYな門には福来る」かな。19人のチーム・メ
ンバー、応援してくれた方々、関わってくださった方々
に、本当にありがとうございました。　　 18.1.28 

【　池田由美子　愛称：いけちゃん　】 

今回のレース、本当に楽しかったです。歩く食べ
る寝るのシンプルな毎日がとてもとても充実でし
た。《生きている》をREALに感じました。 昨年
のアタカマはガチガチの自分を緩めるまでが精一
杯だったと今感じています。今回自分を素直に解
放できた状態でのレースは、起こること全てを愛
おしみ、感謝し、荘厳な大自然のエネルギー、人
のパワー、生きている喜びを思う存分味わって参
りました。 チームメンバー、サポートスタッフ、
そして応援して下さった全ての皆様のお陰です。
心から御礼申し上げます。ありがとうございまし
た。  



　　応援していただき 
　　本当にありがとうございました！！ 


