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 2010 年 7 月 12 日(月)~14 日（水）の 3 日間にわたり、米国カリフォルニア州にて、世界一過酷と

言われる耐久マラソン 『バッドウォーター・ウルトラマラソン（Badwater Ultramarathon）』 が開催さ

れます。 

 全世界から90人のアスリートが参加するこのレースに、東京

都心部を練習拠点とするランニングチーム 「club MY☆STAR

（クラブマイスター）」の代表である岩本能史（いわもと のぶ

み）が、唯一の日本人選手として選出されました。 

 『バッドウォーター・ウルトラマラソン』 は、米国カリフォルニ

ア州の AdventureCORPS, Inc. が主催する山岳横断耐久マラ

ソンレースで、第１回大会は 1977 年に開催されました。 

 

 今年も 7 月 12 日から 3 日間、米国カリフォルニア州“デスバレー（死の谷）”にある海抜マイナス

86mの盆地 “バッドウォーター”をスタートし、“ホィットニー山”までの全行程217km（135マイル）を、

制限時間 60 時間以内に走破するという熾烈なレースが展開されます。 

 3 つの山脈を横断するため、

その上り坂の合計である累積

標高差は 3,962m に及びます。 

 

 さらに、デスバレーの夏場の

気温は摂氏 50 度を越え、選手

達を苦しめます。1913年 7月に

は、当時の世界記録となった最

高気温 56.7 度を記録。1998 年

7 月と 2005 年 7 月にも 54 度を

観測するなど、世界で最も暑い

場所で行われるマラソンレース

となります。 

 （バッドウォーター・ウルトラマラソンの詳細は公式サイトをご参照下さい： http://www.badwater.com/ ） 
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海抜マイナス 86m のスタート地点から 2,530m の山頂へと続くコース標高差（単位はフィート） 

世界一過酷な耐久マラソンに、岩本能史が唯一の日本人として参戦 

走行距離 217km、累積標高差 3,962m、最高気温 50 度超 



                               

 現在、世界を代表するウルトラマラソン（100km 超のレース）には下記のような大会が存在します

が、200km を超える走行距離、3,000m を上回る標高差、驚異的な気温というすべての過酷な条件

が重なり合う 『バッドウォーター・ウルトラマラソン』 は、まさに“死の谷”で行われる、世界でも他に

類を見ない、最もハードなマラソン大会と言えます。 

 

▼ご参考： 世界の主要な耐久マラソン 

・ 「スパルタスロン」~ アテネ-スパルタ間 246km を 36 時間で走破するウルトラマラソン 
・ 「ツールドモンブラン」~ 累積標高差9,400mの山岳コース166kmを 46時間で走るトレイルレース 
・ 「サハラマラソン」~ 最高気温 40 度以上のサハラ砂漠 230km を 7 日間で横断する耐久マラソン 
 

 

 『バッドウォーター・ウルトラマラソン』は、毎年、

厳正な審査によって、世界のトップアスリートの

中からわずかに 90 人の参戦者を選出します。 

岩本は今年初めて本大会にエントリーを行いまし

たが、過去のウルトラマラソン （100 マイル以上 

= 約 160.9km 超のレース） での記録などが評価

され、唯一の日本人選手として、そしてアジアか

らの唯一の参戦者として、出場メンバーの 1 人に

選出されました。 

 

 

 岩本は、過去にスパルタスロンを 6 回完走し、24 時間走世界選手権の日本代表に 4 年連続選出

されるなど数多くの実績を重ね、現在では自らが主催するランニングチーム 「club MY☆STAR」の

代表として、選手の育成や市民ランナーの指導にあたっています。 

 （club MY☆STAR および岩本能史の詳細は公式サイトをご参照下さい： http://www.club-mystar.com/ ） 

 

 

●岩本能史（いわもと のぶみ） 略歴 

1966 年 4 月横浜生まれ （43 歳） 

1991 年 ホノルルマラソンに初参加 

2000 年 ウルトラマラソンに取り組む 

2003 年 企業契約ランナーとして独立 

2005 年 ランニングチーム club MY☆STAR 設立 

2008 年 最も読まれているランニング月刊誌「ランナーズ」に 

  連載を開始 （現在も続く） 

 

 

 

 

 

 

 



                               

●岩本能史の主な戦績 

2002 年 スパルタスロン（ギリシャ 246km） 20 位、 31 時間 31 分 

2003 年 スパルタスロン（ギリシャ 246km） 6 位、 27 時間 23 分 

2004 年 24 時間走アジア選手権（台北 247.260km） 2 位 

      ＜24 時間走 年間世界ランク 8 位＞ 

2006 年 24 時間走 世界選手権国内選考会（東京 244.739km） 優勝 

      ＜24 時間走 年間世界ランク 9 位＞ 

2007 年 スパルタスロン（ギリシャ 246km） 7 位、 28 時間 14 分 

 

 

 

＊ スパルタスロン（ギリシャ 246km） 完走 6 回 （2002 年、2003 年、2005 年、2006 年、2007 年、2008 年） 

＊ 24 時間走 世界選手権日本代表 4年連続選出 （2004 年、2005 年、2006 年、2007 年） 

 

 

 

■ club MY☆STAR 連絡先 

株式会社 オフィス・マイスター 

代表： 岩本 能史（いわもと のぶみ） 

住所： 〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-10-10-602 

TEL： 03-3288-9060 

FAX： 03-3511-0806 

ご連絡フォーム： http://www.club-mystar.com/contact/index.html  

 

■ 報道関係のお問い合せ先 

有限会社ウィズブレインズ （club MY☆STAR 広報担当） 

担当： 船見 厚宏（ふなみ あつひろ） 

TEL： 03-5997-2866 

E-mail： news@wizbrains.com 

 

 


