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AIMINGfortheBEST

－アーチェリー・レベルアップ･マニュアルー

亀井孝
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FortheGreatWorldChampion,

DarrellO.Pace,andallarchers

whosettheirsightsonhim

TheYearis1969.Theplace,valleyForge,U.

S.A.Theoccasion,the25thWorldArcheryCham-

pionship.Inthepreviouschampionship､inHoland.

HardvWardhadtocontenthimselfwithsecond

placeafterahardfoughtcontestwithRayRogers,

Buithistime.Wardwasonhomeground、the

historicalValleyForge、whereGeorgeWashington

hadsetupheadquartersandfoughtduringthe

Revolutionai･VWar.There、WarddefeatedJohn

Williamsandbecametheworldchampion.Inthe

sameyear,myarcherylifebegan.Butatthattime:，

theGreatWorldChampionDarrellPacehadnotvet

grippedabow.

DarrellPacewasborninCincinnati,Ohio,

onOctober23.1956.Hisencounterwitharchery

cameaboutbychanceonMav2,1970．ihankstoa

"Twoforone"hisfatherhad.Butevenhewasnota

championfromthebeginning.The1971World

ChamoionshinatYorkandthenthe1972Munich
4 m

Olymplcs－thelaurelsibrthosetwoevenIsweI1Ito

the17-vear-oldJohnWilliams,whohadsuffei･ed

thatbitterdelbatatValleyForge.

DarrelPsfirstaooearanceontheworldscene
』ユ

wasin1973attheGrenobleWorldChampionship

EveryonewasexpectingJohnWilliamstowin

again、buthewasdefeatedinthenationaltryout、

andimmediatelyafterwardannouncedthathe

wouldturnprofessional．Inthatway,Darrellnar

rowlypassedthetryoutatthetailend,andat16hこ

becameAmerica'srepresentati¥e・Strangelyenough.

theGrenobleChampionshipwasmyfirstchanceto

participateinworldcompetitiontoo，anditwas

therethatImetDarrellforthefirsttime.Whata

偉大なる世界チャンピオン

Darrell0.Pace

と彼を目指すｱー ﾁﾔー に贈る

i%(l年、アメリカバレーフオージ、第2:,回世

界選手権大会。前回オランダでレイ・ロジヤース

との接戦の末、2位に||､んじたハーディー・ワー

ドが今度は口国、それも独立城争のとき、ジョー

ジ・ワシントンが本部を櫛え戦った記念すべきこ

の地で、ジョン・ウィリアムスを押さえ「世界チ

ャンピオン」となる。この年、僕のアーチェリー

人生も始まった。しかし、このときはまだ偉大な

るHi界チャンピオン、ダレル・ペイスは弓を握っ

てはいない。

1956年10)12311、ダレル・ペイス、オハイオ州

シンシナティ市に生まれる。この少年が父の持つ

1枚のレジャークーポン券のお陰で偶然にアーチ

ェリーと,'!',会うのは、1970年5112IJのことであ

った。しかし、彼とて最初からチャンピオンであ

ったのではない。1971年のヨークli堺選手権そ

して1972年ミュンヘン・オリンピック。この2大

タイトルを手にしたのはバレーフォージで糊|を

なめた弱冠17歳のジョンであった。

ダレルが初めて世界の舞台に益場したのは、19

73年の第27回グルノーブルil堺選手権。このとき、

だれもが勝利を確信していたジョンはlfl内予選で

敗退、直後にプロ入りを表lﾘ}した。そんななか、

ダレルは辛うじて最下位で予選を通過、16歳で初

のアメリカ代表の座を手に入れる。そして、奇し

くもこの大会か僕にとっても初のIll;界選手椎出場

であるとImI時に、彼との初めての出会いでもあっ

た。しかし、｜|堺大会では、やはり強い者が勝つ。

たとえ、それがスター不ｲfの大会と言われ、また

選手権史t最悪の天候に兄郷われ、そのためII程

力塊噺iされるという災例の人会であっても、そこ

にはやはり実力以外の好逆は存在しなかった。12

位の僕を含め、ほとんどのアーチャーは23位の彼



contestthatwas!Withnorealstarsparticipating.

andwiththeworstweatherinthehistoryo「【h丘

championshipsothattheeventwascutshort、l〔was

unprecedented.Wedidourbest,butLadyLuckwas

elsewhere.Mostol､thearchers、includinamein12th
-

place、didn'tnoticeDarrellin23rdplacewho

managedonly1000and1054points.

But…beforetwomonthshadpassed,this

sameDarrell、shooting1252attheU.S.National

Championshiptocomewithin16pointsofthe

worldrecord,attainedhisfirstNational.Afterth姪

therewasnostoppinghim.In1974.1291points.In

1975,1316points・FirstplaceintheInterlaken

WorldChampionship.AttheMontrealOlvmnicsin
ゴ8

1976,firstplace.IntheWorldFieldinGenevain

1978．firstplace.In1979.1341points.IntheBerlin

WorldChanpionship、firstplace.TheLosAngeles

Olympicsin1984,firstplace.Hejustkeptbreakina

hisownworldrecordsogettingallthegloryand

honorforhimselfDarrellPace-hewastheworldof

archery.

Thesecondtime1metDarrellhewas19.In

1976,thevearof､theBicentennialcelebrationinthe

U.S.A,、the92ndU.S.NationalChampionshipwas

heldatValleyForge・Darrellnotonlydominated

thesceneas'､WorldChampion:"fivedaysearlierhe

hadalreadyclinchedthetitleof"､GoldMedalist.､、

ThatwaswhenIhadarealencounterwithDarrell.

Atthattime,the、'hinomaru"orJapaneserisingsun

waspaintedonmvarrowsasacrest.MavbeDa｢｢ell
ヴ

wasinterestedinthat、becausehecameovertothe

targetwhereIwascheckingmyscore.Withouta

word,withoutevenasking,hesnatchedanarrow

の結果(1054-1000=2054点）に注意を払わなかつ

ナ、
'－0

ところが、である〃そんな彼が、それから2

か)1も経たないうちに世界記録に16点と迫る1252

点で全米選手権を初制瑚した。以後、1974年1291

点、1975年1316点。インターラーケン世界選手権

優勝。1976年、モントリオール・オリンピック優

勝。1978年、ジュネーブ世界フイールドイ瓢勝。19

79年1341点。ベルリンit界選手権優勝。1981年、

ロサンゼルス・オリンピック優勝……と彼ひとり

がill界記録を塗']替え、すべての栄光とタイトル

を手'I｣に収めていった。ダレル・ペイスは世界の

アーチェリーそのものた．った°

僕がダレルと2度||に会ったのは、彼が19歳。

アメリカ建Ii;l200年祭に沸く197(1年､第92|i.|全米選

手椎。会場は記念大会にふさわしく、あのバレー

フォージであった。ダレルはこの時すでに「世界

チャンピオン」として科臨するだけで瞳なく、5II

前には「ゴールドメダ'ノスト」の肩書きをも自分

のものとしていた。本当の,T,会いはこの時だった。

当時、僕の矢にはクレストとして日の丸が描かれ

ていたが、そんな矢に興味を持ったのか、ターケ、

ヅトの前で採点する僕の所へダレルがやって来た。

そして、何も言わずに人のクイーバーから矢を勝

手に抜き取ると、「Painted!」と言ってmiにも

立ち｣くった。ここから、倣慢で''1己顕示欲の強い

ダレルとのつき合いが始まった。

以来、彼とは毎年のように顔を会わせるように

なるのだが、実のところ僕とダレルは友達ではな

い。その*会いからして友達になれる状況ではな

かったが、そんなことより彼はあまりにもチャン

ピオンでありすぎた、そして偉大だ．った。

彼のもつすべて。プライド、思想、態度、言動、



frommyquiver.Examiningit,hemuttered,"Paint-

edl'、andwalkedaway.Thismarkedthebeginning

ofmvassociationwiththisproudexhibitionist.
望

Darrell・Almosteveryyearweseeeachother,butthe

factisthatDarrelland1arenotfriends.Considering

thatencounteratthetarget,itisunlikelythatwe

shouldbefriends.Butmorethanthat,heisjusttoo

muchthechampion;heistoogreat.

Everythingabouthim－hispride，his

thought,hisattitude,hisspeechandbehavior,his

wayoflif産besideshistalent，hisstrong,dauntless

fbrm，hisscores－allofthesehaveledtohisbeing

calleda"shootingmachine."Suchapersoncanbe

toleratedonlybecauseheiseveryinchachampion.

Yetheisnottheordinarykindofchampion・Thatis

whyDarrellPaceistheidolandtheidealformeand

forallarchers.

RickMcKinneyisachampionofthesame

eraasDarrell;heisalsoafriendofmine.Notonly

becauseofhisperformancebutalsobecauseofhis

personalityandcharacter,heiswellknownand

respectedbymanyarchers.Thankstohim,we

archerscameto従elthatachampionissomeonewe

couldgetclosetoorgettoknow.Throughthis

closeness,wealsodiscoverdthatheishumanand

hasimperfection.IncontrasI、DarrellPacehas

alwaysseemedtoexistabovethecloudssomewhere、

withacleardistinctionbetweenhimandus.Itis

almostasifhewereagod.

The1988SeoulOlympicswasthethirdtime

DarrellwentfortheGoldMedal.Inthequalifierhe

wasin19thplacewith1257points.Inthequarter-

finalshejumpedtofirstplacewith329.Inthe

生き方……、そこから生まれるシューティングマ

シンと称せられる天才的で力強く、精|早なフォー

ム、そしてスコア。どれをとっても、それらはチ

ャンピオンにしか許されないものだった。それも

並の世界チャンピオンではない。だから、ダレル

・ペイスは僕にとって、そしてすべてのアーチャ

ーにとっての憧れであ9、理想だった／

ダレルと時代を共にする僕の友人でもあるリッ

ク・マッキニーという世界チャンピオンがいる。

彼は実績だけでなく、その人柄と風貌により多く

のアーチャーに親しまれ、尊敬も集めている。リ

ックのお陰でチャンピオンが我々の身近な存在に

なったことは事実である。しかし、その身近にな

った分だけ、それは人間的であり不完全さをも合

わせもっていた。それに比べ、ダレル・ペイスは

人間とは一線を画した雲の上の存在であった。そ

れはもう神に近い存在だった。

1988年、ソウル・オリンピック。ダレルが3度

日のゴールドメダルに挑戦する大会だった。結果

は予選1257点で19位通過。準々 決勝、329点1位。

準決勝､322点の9位｡その結果、2点差で惜しく

も湖勝に進むことができず、総合9位に終わった管

この成績を見てダレルの時代の終馬を感じたのは、

決して僕だけではなかったと思う。そして翌年19

89年のローザンヌIll界選手権では、彼か唯一最後

まで保持し続けたシングルラウンドの世界記録

「1341点」も、カーボンアローという最新鋭の道

具によって過去のものとなった。

しかし、それでもダレルは寡黙である。彼が10

年間の長きにわた0我々に見せ続けてくれた「想

像をはるかに越えた現実の世界」について、多く



semifinals,however,withascoreof322,hewas

defeatedbyjusttwopoints,givinghimanoverall

9thplace・IamsurethatIwasnottheonlyonewho.

seeingtheresults，たItthatDarrell'sreignwascom

ingtoanend・Thefollowingyearatthe1989

LausanneWorldChampionship,Darrell,whose

SingleRoundTotalworldrecordof1341pointshad

remainedunbrokenfortenyears,wasdefeatedbya

brandnewinstrument,thecarbonarrow,and

becameahas-been.

Evenso,Darrellistaciturn.Hehasnointen-

tionoftalkingabouthisrealworld,aworldbeyond

ourimagination,whichheshowedusfortenyears

butwhichwecanneverhopetoattain.Thatiswhy

Ihavedecidedtosetmysightsonhimandtoputin

writingnowallthatIhavelearnedthroughhim

aboutarchery・Itismvarcherytheory,butatthe

sametimeitisatestimonytoDarrell'sgreatness.

Iamthankfulfromthebottomofmvheart
ダ

thatIlivedatthesametimeastheGreatWorld

Champion、DarrellPace,andstoodatthesame

shootingline.Inaddition,Ihopewithallmyheart

thatinthefutureotherarchersaswonderfulashe

willbeborn.Withthisinmind,Idedicatethistothe

newgenerationofarchers.

KAMEITakashi

2ndPlace、29thCanberraWorld

Chamoionshio、1977
＆ ‘P

を語ろうとはしない。だからこそ僕はいま、ダレ

ルを目標に彼を通して学んできたアーチェリーに

ついて書いておこうと思う。それは僕のアーチェ

リー論であると同時に、ダレルの偉大さの証明で

もある。

僕は、偉大なる世界チャンピオン、ダレル・ペ

イスと、同時代に生き、同じシューティングライ

ンに立つことができたことを、心から嬉しく思う。

そして、今後も彼のような詞青らしいアーチャー

が生まれることを心から願って、この書を次代を

築く新しいアーチャー達に贈る。

亀井孝

1977年第29[i11キャンベラtfi:界選手権2位
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