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G-NET HARO ENDURO ALL JAPAN CHAMPIONSHIP

xtreme enduro M.G.S , MADARAO SYMPATHIQUE ENDURO ,
Survival in HIROSHIMA , GEKO GEKO ENDURO
KOTOBIKI MOUNTAIN ENDURO , SHIKOKU ENDURO -SPESHAL-

http://www.dirtbike-zim.com/

G-NETという、個性。

2013年、5月。
岩手県、チーズナッツパーク。
レース名「マウントモンキースクランブル」。
ハード系文化というか、激しい内容のレースを開催する機会
の少ない東北地区において、初めてG-NETが開催された大
会です。
初開催といいましても、コース難易度は超A級。ヨーロッパ
を彷彿させるような巨大ヒルクライム、急傾斜のウッズ。初
回から、日本を代表するレベルの高い大会となりました。
この時の優勝者は、池田智泰選手。
そう、あのイシゲ選手です。
イシゲ選手が優勝する事自体、珍しいことではありません。
元JECチャンプですから、むしろ勝って当たり前な位です。
驚きなのは、彼がハード系の経験が無い、ということ。
しかも、決して有利とは言えないKTM450EXCFでの勝利。
ホンモノのエンデューロライダーは、何だって上手い。
それが、エンデューロだから。
当たり前のことでしょうか。
私自身は、この事を知らしめられた大会でした。
よく言われること。
あの人、トライアルライダーだから、有利だから。
あの人は、モトクロス出身だから、開けっぷりが違う。
では。
トライアルライダーでなければ勝てないのか。
MFJのトライアルやモトクロスの大会で勝てれば、通用する
のか。
JECでIAだから、あのライダーには勝てないのか。
普通の大会は、そうかもしれません。
しかし、G-NETでの答えは、否、です。
確かにそういった経験があれは、有利です。
有利ではあるものの、絶対的に強い訳ではありません。
G-NETでは、そんな常識は通用しない。
ライセンスをもった経験もなく、エンデューロしかやったこ
とがない。
それで、充分です。
現在の、G-NET固定ゼッケンライダーですが。。
半数以上が、純粋なエンデューロライダーです。
半数以上が、かつてG-NETの固定ゼッケンに憧れ
固定ゼッケンの枠外から這い上がってきた者です。
これまでも、数々のＩＡライダーが出場されました。
モトクロスはもとより、トライアルIASまで。
簡単に勝ったかといえば、決してそうではありません。
むしろ、固定ゼッケンの方が、楽しく走っています。
G-NETに、他のライセンスは必要ありません。
G-NETは、G-NETで練習したライダーが、勝つ。
それがG-NET であり、ハードエンデューロという競技だと
思います。
どこにも属さない、G-NET という個性、競技性。
競技人口が減りつつある業界の流れに逆行し、年々成長を続
けるG-NET HARD ENDURO。
G-NETは、あなたの活躍する舞台になり得るのかもしれま
せん。
それでは、G-NET戦でお待ちしています。
G-NET HARD ENDURO
全日本選手権 事務局
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今回で３連覇の偉業を成し遂げたG-NETチャンプ、ロッシこと高橋博
選手。今や日本を代表する、HARD ENDUROライダーです。その経歴
が、トライアル国際A級であることは、もう周知の事実。無論、トライ
アルライダーなら誰しもできることではありません。彼なりの工夫、ト
レーニング、マシンセッティングの理論、努力に基づいての結果、なの
です。特にトレーニング。車重やポジション、トライアル車と全く異な
るマシンを確実に操作するには、かなりストイックにトレーニングをし
なければ、これだけの成績は残ません。彼は多くを語りませんが、誰よ
りも直向きに努力を続けていることは間違いありません。
そんな彼を「盤石のキング」と言わしめるほど、完全勝利に近かった
のが、2015シーズン。裏琴引でトライアル車のセンパイに勝利を譲っ
たものの、他大会は全て優勝。ほぼ完璧な形でシーズンを終えると、も
う誰もロッシに勝てないのでは、そんな憶測が飛び交うほどの強さを見
せつけました。
そうして迎えた2016シーズン。G-NET初開催の「ＭＧＳ」は、高レ
ベルのセクションが連続する中で次元の違う走りを見せつけ、唯一完走
を果たします。今年もやはり盤石なのか、誰も勝てないのか。しかし次
なる第２戦「斑尾」で、突然歯車にズレが。パンクとマシントラブルに
見舞われ、かなりの台数に先行を許してしまい、終わってみれば10位。
こんな順位のロッシを見たことがありません。続く第３戦「in広島」も
パンクが原因で2位。悪い流れは続きます。
勝ち続けること。それは単に、テクニックが優れていればいい、だけ
ではありません。その日の体のコンディション、モチベーション、故障
しないマシン作り、セッティング…特に厳しいコースが連続するG-NE
Tにおいては、その全てが揃っていなければ到底勝つことは不可能。そ
して、運も。失敗の無い人生がないように、勝ち続けるということは、
それだけ厳しく偉大なこと、なのだと思います。
その後、2016年８月。アメリカで開催されたエキストリームレース
「テネシー・ノック・アウト」へ出場。健闘しますが、非常に惜しい順
位で予選通過に届きませんでした。この時も又、悪い流れは断ち切れて
いませんでした。セッティングに大きく不安を残した状態で、大舞台の
戦いを強いられたのです。

TEAM BETA エンジョイズ

どんなレースでも、１００％完璧な状態などありません。自分に
与えられた条件の中で、常にベストを尽くす。結果は残せなかった
ものの、世界にも通用するという手応えは掴みました。そしてこの
大会が、さらに彼の経験値を押し上げてしまうことになったのです。
帰国後は、再び「盤石」の流れを取り戻したチャンプロッシ。
「琴
引」「四国」は、全く乱れることなく、完全勝利。終わってみれば、
2016シーズンも又、ポイントに大差をつけてのシリーズ制覇、と
いう結果となったのでした。
どこまで勝ち続けるのか。しかし、彼を狙う固定ゼッケンも又、
そのスキルをかなり伸ばしてきています。TEAM BETAのチームメ
イトであり、同じくTKOに挑んだ和泉拓、最終戦は骨折の為不参加
であったにもかかわらず、文句ナシのポイントで総合２位。そして
エルツベルグロデオ経験者の河津浩二が総合３位。元ロードレース
国際A級という異色の経歴、大西実が総合５位。以上のベテラン勢
も虎視眈々と総合優勝を狙っているのです。
さらにその地位を脅かすのが、次世代G-NETの山本礼人、後藤英
樹。最終戦で驚異的な強さをみせた２人、来期は中野誠也も復活す
る予定、「サハリン組の逆襲」から目が離せません。
そして注目すべきは、ハードレース王国九州の最強チーム「BLA
ZEマウンテン」永原達也、清河良平の存在。山育ちのたたき上げ、
荒れたコースの走破力には定評があります。
以上、強烈な面々全員が、今やロッシの首を狙っているのです。
キングロッシ、連勝を続けるモチベーションは今年も続くのか。そ
れとも、G-NETの「本能寺の変」が来るのか!いや、G-NETの「忠
臣蔵」が来るのか!よくわからなくなってきましたが、とにかく201
7シーズンもG-NETから目が離せません。
今季から「全日本選手権」の名称を追加、新たなカテゴリーとし
てその存在感を示す新生G-NET、よろしくお願い致します。
https://m.facebook.com/gnet.japan/

世界のトップライダーが出場
「テネシー・ノック・アウト」

2017【黒色】固定ゼッケン
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Beta ストレンジモーターサイクル
ストレンジモーターサイクル
・Machine
Beta クロストレイナー
・スポンサー
Beta motor japan
IRC TIRE
ストレンジモーターサイクル
JAPEX.net GAERNE
SHOEI
WAKO'S JKdesign+products KRAZｙ
日本一のHARD ENDUROライダーまで、あと一歩です。
今年こそタイトルを獲ります、応援よろしくお願いします。
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河津 浩二
浩二

Team
Team
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BLAZEマウンテン
マウンテン-IRC/G-NET
-IRC/G-NET HARD
HARD

この順位でしょ、もちろん狙ってましたよ(完全タナボタですけど)。それと、レース中に話かけるのも止めてもら
えますか、レースに集中したいんで。えっ、逆に話しかけられた？レース中のライダーが、ギャラリーと立ち話し
た上に「写真も撮って」なんて、要求する訳ないでしょ。とにかく今年も頑張るんで…写真撮って!!

##4
4 山本
山本 礼人
礼人

Team
Team

husqvarna奈良
なみあい
husqvarna奈良✖✖SHINKO
SHINKO SLF
SLFなみあい

なんかチャライとか、口が走ってるとか言われてますけど、チャラくても速ければいいでしょ。レース中も↑の人
がめっちゃメザワリなんで、今年は轢こうと思います。いや、俺まだ若いんで。しかも、マシンもSHINKOタイヤ
も最高に登るし、速いんで、絶対負ける気しません。口も負けません。優勝するのも時間の問題ッス。

##5
5 大西
大西 実
実

Team
Team

JIMMYTEC
JIMMYTEC 九州男塾
九州男塾 BlueWing
BlueWing 葛城組
葛城組

ジミーです。写真はこまき付きですが、これでお願いしますm(̲ ̲)m。明日を夢見る44歳、BETA RR2Tに乗り換
えましたが、どこでも登るんで、サイキョ～。仕事も最強のカーボン屋やってます、注文よろしくねヽ(́▽｀)/
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6 永原
永原 達也
達也
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BLAZE
BLAZEマウンテン
マウンテン-IRC/BRAINS
-IRC/BRAINS

いや、よく「Tacさんのストーカー」って言われますけど、そうです。いや、違うんです、ホンネはTacさんを越えない
と、もっと順位上がらないんで。日々の筋トレやって鍛えてます、体絞りますから。まずは、食後のお菓子をやめます!
あれ、美味しくて止められないんですよね。今年は一勝したいです、ブレマン最高!!。

##7
7 後藤
後藤 英樹
英樹

Team
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サイクルショップ１６８
サイクルショップ１６８

年齢３１歳。マシン名はYZ250FX。人は私のことを「セクションが無ければ最強のゴッチャン」と言ってますが、それ
って納得できません。確かにウィリー、ジャックナイフの見せ技しか練習してないけど、今年は「セクションも早くなっ
たゴッチャン」って言わせますから! いや、出来れば、そう言ってもらえませんか。

##8
8 清河
清河 良平
良平

Team
Team

BLAZE
BLAZEマウンテン
マウンテン-IRC/BRAINS
-IRC/BRAINS

去年、エンデューロIAになったんですが、G-NETにいるIAは、ロッシさんとTacさんと。そう、私、しかいませんので。
もっとIAとして、尊敬して欲しいと思います。敬う、ってことです。できれば私のことは「IAキヨカワ」と呼んで下さい。
今年はIAとして当然、一勝しますので。だってai(人工知能)、いやiaなんで。ブレマン最高!!。

##9
9 毛利
毛利 雅一
雅一

Team
Team

テクニカル
テクニカル

シェルコＸ－Ｒｉｄｅを操る、初固定の５３歳です。固定はもちろん狙ってました、だってHARD ENDUROのステータス
じゃないですか。いや、今後はもっと上の順位にも自信あります。年齢に関係なく、走れるところを見せますので、よく見
てててて下さい。応援よろしくお願い致します。

M.G.S

G2016 第1戦

xtreme
xtreme
enduro
enduro

G-NET HARD ENDURO開幕戦「M.G.S」レポート
■日時 平成２８年１月１０日
■場所 フィールド佐賀大和（佐賀県）
■主催 YSP南くるめ MGSレース事務局
■出場台数
71台

トライアル時なコースが続きます

ナイス!このヒューム管もなかなかの勇気が必要です

【MGSタイヤ祭り!】

このブロックも…もちろんコースです

うっ、上手い!全日本沢の出口、ここは難しかった

レベル高かった、トライアル車でも難しいハズ。

○直前まで非公開な訳
Ｍ・Ｇ・Ｓ。聞き慣れないレースですが、九州では歴史のある大会です。
いつもレース後半は、数台のマシンしか動いていない、という感じの大会で
すが。そんな大会が最近のハードＥＤ人気の勢いに押され、復活となりまし
た。新たなレースコンセプトは「エンデューロ版サスケ」？。ステージは全部
で６つ、各ステージの関門を越えなければ、最終ゴールまでたどり着けな
いという、某ＴＶ番組の設定です。最終ステージに近づくにつれて難易度も
急上昇、一筋縄にはいかないセクションばかり。なんせ、全日本ＴＲで使わ
れた岩盤沢セクションは、早くもステージ３で使われてるラベルですから！
ですから世論の逆風対策なのか、コースの全貌は直前まで非公開。前日
ようやくコースが解放されると、下見中のエントラントから叫び声が聞こえて
きます。「もうキャンセルは受け付けません」ダマサレたのか、怖いもの見た
さか、エントリーは７３名。G-NET固定ゼッケンはもちろん、TRやEDの全日
本メンバーも多数来場、特にTRではIAが６名、IB以上はかなりの人数にな
る有様。エントリーされたあなたの勇気を称えたいと思います。
○「デビルヒル」からの
内容のほとんどがベールに包まれてきたＭＧＳ。スタート方法ですら、当
日ミーティングでの発表でした。のっけから問題発生、会場を見下ろすデビ
ルのような巨大な崖（ステージ６の最終セクションです）の淵に横一列に並
ばされると、スタート合図ではるかフモトに並べられたマシンまで走る、とい
うスーパール・マン式スタート。某局の人気番組「イッテ○」のチーズ祭りを
絶対意識したこのスタートに、レース前からライダー達は皆呆れ顔ですが、
主催の志原さんはそんなことはお構いなし。スタートフラッグを閃かせ、全

佐賀大和はグリップの良い岩盤が多い

ヘルプのスタッフに、ホント助けてもらいました

どうにか、マシンだけは乗り越えます

あら、ライダーはどこに？

員スタ～ト！派手に転がる人はいませんでしたが、皆もハアハアと完全に
息が上がった状態で、ようやくマシンにたどり着きます。
最初の難関は、この体調でのスタートの沢。狭い、冷たい、滑る、もちろ
ん大渋滞。その後もトライアルセクションを走り続けてロックの登り。練習で
も絶対行かないオーバーハングのヒューム管、他多数のセクションをくぐり
抜け、ようやく第３ステージへとたどり着いたのは、エントリーの半数ほどでし
た。
○ああ無情
直径が２メートル程のタイヤ、どんなトラックに使ってたの？って位の巨
大タイヤがちくわ状態に並べられ、あろうことかその手前の地面が…。跳ね
返され、そのまま墓穴に落とされるかのように、大きく掘られているではな
いですか。無情にも、この巨大タイヤ３つを越えることが、第３ステージの始
まりなのでした。これは絶対に誰も行けない!危機感に襲われた現場スタッ
フ、急遽各タイヤ１カ所だけスロープ的土盛りをしてくれました。しかし、そ
れでも何十もの尊いライダーが期待どおりの跳ね返しを受けることとなりま
した、恐るべしMGSタイヤ。これもまだ３ステの入り口に過ぎません、問題は
「全日本の沢」。絶対に落ちるキャンバーから、泣きそうになる沢の階段。
ようやく登り詰めた所に現れるのは、ツルツルの巨大岩盤、これが全日本T
Rで使用されたセクションです。…をどうにか越えても、見上げるような、無
造作に積み上げられた岩のステア。これでもか、これでもか。これだけのセ
クションを乗り越え、ようやくたどり着いた４ステ入り口。しかしここもまだ、コ
ースの中間地点なのでした。

衝撃セクション【駐車場の壁】!!

「やべ!」

「よし、今度こそ」

「ナイスキャッチ、放すなよ」

固定ゼッケンも頑張ります!
ジミー大西選手、勝負を投げたのでは
ありません、こうしないと登れないのです!

ハセヤマ兄貴、大健闘でした

ホント、リアクションしてる暇ない位、厳しいヒルでした
Tacさんの美しくも果敢なライディング

たった一人だけの完走!さすがに憔悴してます。
ロッシグリップ炸裂!!

これが最終セクション…「デビルヒル!!」

【リザルト】上位６名

優勝
2位
3位
2位
5位
6位
この岩の大きさで、しかも登りですよ!

高橋

和泉
河津
熊本
中山
清河

拓
浩二
悠太
徹治
良平

博

風の会YSP磐田エンジョイズ

BETA RR2T
KTM300XCW
BETA RR2T
YZ250FX
KTM250EXC

TEAM BETAストレンジモーターサイクル
G-NET iRC BLAZEマウンテン
TEAM BETA バイカーズペア CFR
大村ライダース＆フジサワ
G-NET BLAZEマウンテン

信じられません。

○ロッシとスコップ
第４ステージ。思い出すだけでもオゾマシい難関ステージ。沢を中心に、
左右のウッズヒルを登ったり転落したり、とにかくイヤラシい。難所は、基本
「助走」という考えがありません。テープを貼ったのだから、そこを進んで下
さい。この超強気なコースに、ライダーは七転八倒。誰からも見られない山
中で、孤独に悶え続けるのでした。
今回の#1チャンプロッシ高橋YZ250FXONE、２ステからトップに立つと、
MGSタイヤでは岩のキッカケから大きくリアを飛ばして、マシン縦ジャンプで
クリア。その後もミス無くジャービス的走りを淡々と続け、開始２時間で第４
ステージクリアという驚異的な走破力を見せつけたのです。しかし問題とな
ったのは、第５ステージの入り口「駐車場の壁」。駐車場脇の高さ5,6メート
ルの壁、ここは本部テント直近の「見せ場」で、ギャラリーも多数集う場所で
した。通常、壁を登るのに一番大事なのは、登り口付近のＪ型の形、Ｊが大
きければそれだけ登りやすいと言えます。今回はＪどころか、地面が大きく
エグラれた状態。数回アタックしましたが、さすがのロッシもマシンを大きく
後方へ一回転、全く登れる状態ではありません。多数の観客がどよめく
中、この悪い空気を一蹴する為主催者が用意したのは、特別ルール「一
本のスコップ」!好きに使ってくださいと、ロッシに手渡したのでした。まさかの
トップライダーによる土木作業開始にわり、ようやくＪ型発射台が完成。同
時にロッシの闘争心を目覚めさせ、その後の５、６ステージも一気にクリア。
最終ゴール、フカフカザクザク「デビルヒル」をも全開アタック、頂上付近で
技の折り返しを見せ一発で登頂、ゴ～ル！。残り20分を残し、今回も見事
な優勝を飾りました。
続く２位の選手は…地元有利の特権を使いまくった走りの、#10私め河
津KTM300XCW！フラフラになりながらも４ステを２位通過、さあゴールは
目前…と思いきや、立ちはだかるのは#5ADtac和泉拓選手BETA RR2T。
痛めた膝の為、スタートもかなり後半となり、大渋滞の渦中でレースは終
わったかと思われましたが、難所で他ライダーをゴボウ抜き。２位まで這い
上がるとは、なんという実力でしょう。しかしこの二人とも、最終第６ステー
ジ入りでタイムアウト。

４位は#33熊本悠太BETA RR2T300、新車を投入し、相当な意気込みで
挑みましたが最終的に一歩及ばず。５位は、TRIAのテクニックを存分に駆
使し、G-NET初登場にしてこの順位#16中山徹治YZ250FX。６位は急成
長の期待のライダー#9清河良平KTM250EXC。入賞した勢いで、表彰式
ではプロポーズまでやり遂げました。ここまでが第４ステージまででタイムア
ウト、結局ゴールできたのはチャンプロッシ高橋選手だけ、という結果となっ
たのでした
以上のとおり、年をまたいで日本を代表する強烈なレースが２本、開催さ
れました。共通するのは「制限時間内にコースを一周できるか」という、い
わゆる「エルツベルグルール」です。今回はどちらも３時間以内で一周、と
いう設定。かつてGEKKO-ONEにて導入したスタイル、がっつりと走破力の
勝負となる為、コースレベルも格段に上がります。その反面、コースの取り
回し、難易度の設定も難しく「やりすぎ」になりがちです。きっちりコース管理
をすれば、観客も一緒に盛り上がり、話題性も上がりますから、今後は新た
なレーススタイルとして定着して欲しいものです。
又、この２大会を神的存在な方が出場して頂きました、「鈴木健二カント
ク」！その有り余るポテンシャル、「ナミアイオールスター」では狭い予選コ
ースを全開走行、決勝では強烈なヒルクライムを全開でアタック、常に全
開の鬼で５位の位置を走り続けていましたが、フロントブレーキ破損で惜しく
もリタイヤ。「ＭＧＳ」でも、第３ステージまで６位の位置にいながら、ハンドル
を破損してDNF。共に結果には繋がらなかったものの、ハード系セッティン
グでないマシンでこの成績、本当に恐ろしいスキルを見せつけられました。
真に一流なライダーは、何をやっても上手い！そして何よりも、コースを選
ばず全力でアタックする姿勢、恐れ入りました。
今回、「始めてこんなレースを観て、人生観変わりました」とのメールも
頂きました。参加者も観客も、確実に増えてきているG-NET HARD ENDU
RO 、今年も「熱男」ですよ!（しまった、パクリでシメちった)。

斑尾

SYMPATHIQUE
SYMPATHIQUE

G-NET HARD ENDURO最３戦「斑尾サンパティックエンデューロ」レポート
■日時 平成２８年５月１４－１５日
■場所 長野県飯山市 斑尾サンパティックスキー場特設コース
■主催 CGC実行委員会
■出場台数
総台数１８０台 (ゲロゲロクラス７１台)

ENDURO
ENDURO
G2016
第２戦

SPESHAL THANKS!!
□PHOTO
SOUSHI NAKAMURA
□REPORT

山本アヤト

熱い ‼ 、熱さが伝わってきます

ギャ～ ‼ カッコよすぎっ。鈴木健二カントクも、G-NET参戦してます。

難コースへとスタート ‼ すぐに飛ばさなくても良い世界に入りますから。

全国の1万人のG-NETファンの皆様、こんにちは！
この度、なにやらG-NET冊子が復活するとの事で興奮気味でして、毎日8
時間程しか眠れていません！
G-NET 期待の大型新人 アヤト です！
今回担当させていただくのは、第2戦 斑尾大会のレポートです！
てか、皆さん！斑尾ってどこのコースか知ってますか？
普段はコースとしては解放していなくて、レースがあると特設会場として開
催してもらってます。
長野県の飯山市にある、斑尾サンパティックスキー場ってトコなんです。
高速道路を降りてからは、自然豊かな田舎道を走りコースへと向かいま
す。なんだか田舎に住むあばあちゃんの家に遊びに行く様な気持ちにさせ
てくれます。しかし後半はタイトコーナーが多く、後部座席でどれだけ気持
ちよく寝ていても必ず目が覚めてしまう程ですが、それはコースに近づいて
いる合図でもあります。まず、車を降りたらサインを求めてくる数々の群衆を
振りほどき、景色を楽しんでください。
きっと、「もし、レースがダメでもまた来年来よう。」そう思えるような景色が
あなたを待っていることでしょう。

キングロッシに悲劇、マシントラブルが ‼

え～ 毎度長い前置きにお付き合いありがとうございます。
ここからはレースのレポートでーす！
斑尾は２daysで開催されるのが定番となっており、前日はフリーライトと下
見をして過ごします。
G-NETの下見ともなると、コースは広いし坂は急だしで歩いて回るのは大
変。
もちろん、翌日の本番コースは走れませんが、近くまでフリーライドしながら
行って下見をするスタイル。
みんなと楽しみながら下見できるし、バイクのセッティングもレース前に確
認できるンで助かりますよね。
斑尾は標高も高いので、キャブレターのセッティングは見直しておきたい。
レース直前まで寝る為に土曜日にうちに完璧に仕上げておきましょう。
て、土曜日の下見です。バイクに乗ってレッツゴー。
このコースは去年も走っていて全体の雰囲気は分かっていたので、新しく
追加となったセクションを重点的に確認。
特に沢です！沢がゴッツイ！

「俺が１番や ‼ 」と勘違い中のポジティブライダー､アヤト。

どうです、このロケーション‼

ライダーは６位入賞の永原達也

沢で驚異的な走破力を見せた、伊藤明男スペシャルマシン

それって、上がります？

スタッフも体を張ってのヘルプ

アヤト君より、両側の大ベテランが気になりますが

【リザルト】上位６名

優勝 伊藤明男varme.trycross01

varme.TCB27(ベータテクノ)ケニーズクラブ
※トライアル車はシリーズポイントに加算されない為、G-NETランキングは以下の繰上げ順位のとおり

１位

斑尾って 、 こんなキョウレツな沢の大会でしたか？

長い。ガタガタ。バイク壊れそう。そんなイメージでした。
あとは移動路をフリーライドしながら確認して下見終了。ハスクバーナの試
乗車、FE250を1時間ほど独占試乗しまして、「ドロドロやん！汚しすぎ！」
と怒られて、洗車している時間の方が長い感じの土曜日でした。
（あ、斑尾はコースの横に宿泊施設があって、そこで 吞 んで騒いで前夜を
楽しみます）
さて、レース当日日曜日です！
毎度のごとくレーススタート1時間前まで寝ていまして、起きた頃には部屋
には誰も居なくて焦りながらも、「もう少しだけ寝たい」という気持ちを抑えな
がら小走りに会場へ。
キャメルバッグに水を入れて、ストレッチをしてエンジンを始動。バイクに跨
りコースへ急ぎます。
あっという間にスタートです。
今回の作戦も、前半に飛ばして後続車を引き離し、一本道となる沢セクシ
ョンでジリジリと追い上げる作戦です。
とはいえ、鈴木ケンジ選手や、山本ヒロシ選手など、イカれたスピードを持
ったライダーもエントリーしていたので、僕が沢につく前にラップされちゃうん
じゃないか？と心配でした。
やはり、スタートしてみるとあっという間にケンジ選手に抜かされてしまい、
「俺のフィールドなのに抜かされた。。。」と落ち込んでいました。
しかし、どういう事でしょう。
沢に入った途端にケンジ選手がバイクを投げ、つらそうな顔をしているのが
目に入りました。
「うわ、もう2周目だから疲れてんだ。やっぱ速い。俺のフィールドなのに歯

２位
３位
４位
５位
６位

山本 礼人

大宮
大西
鈴木
和泉
永原

康司
実
健二
拓
達也

KTM300EXC SLF＋SHINKO＋Dirtbikeplus
YZ125
ＤＩＮＯ ＲＡＣＩＮＧ 葛城組
YZ250
JIMMYTEC&BlueWing&九州男塾&葛城組
YZ250FX
Blue Riders with YAMALUBE
BETA RR2T/300 TeamBETAストレンジモーターサイクル
KTM250EXC ブレイズマウンテン+BRAINS

が立たない。。」
そう落ち込んでいると、観客の方に
「アヤト行け！ケンジさん抜けば5位だぞ！」そう告げられました。
なぁ～んだ！！僕が心配しすぎたようです。
狭い沢で転ばれていたので、バイクをどけて頂き、サクッと抜かせていただ
きました。アザスッ！！
この調子でポンポンと順位を上げていき、１時間ほど走って、2周目に入っ
たところでしょうか？
ロッシさんも沢の真ん中で休んでいる様子でしたので、サクッと抜かせて頂
きました！アザッスアザーッス！！
あとから聞いた話ですが、タイヤがパンクしていたそうです。確かにあの沢
はパンクするとツライです。（SHINKOタイヤはパンクしても大丈夫でしたが♡）
実はこの時、1位だと思って走っていました！今思えば恥ずかしい！！笑
バリバリの2位で、1位とは20分近く離れていたと思います。笑
離れすぎていて、勘違いしてました～。笑
恥ずかしいっすね～。笑
ってことで、このまま2位でゴール。で、あの時沢で抜かせて頂いたケンジ
選手は5位に！！！！
や っ ぱ り 恐 ろ し い 。 。 次 JN CC行 っ た 時 は 、 ケ チ ョ ン ケ チ ョ ン に や ら れ る
な、、、と覚悟しました。（追伸…8月のJNCC 朴の木では2回くらい抜かさ
れました。もっともバトルにもなってませんが。笑）
と、いうことで、G-NET最高っすよ～！！っていうレポートでした！笑
次、レポート書くのはRedBull系のレースに出たときでしょうか！
2017年はゼッケン4番で走ります！山本アヤトでした～！！

IN広島
SURVIVAL IN
G2016 第３戦

G-NET HARD ENDURO第３戦「サバイバルin広島」レポート
■開催日時 平成２８年 ６月 ２６日
■場所
広島県高田市 テージャスランチ特設コース
■主催
SP忠男広島
■参加台数
１２５台

このページの画像は、ED界最強ブログ
「道を踏み外したねこの部屋」
の全面協力で製作しています。
http://fumineko.way-nifty.com/

大迫力、ここでしか味わえない「全車一斉スタート」
…の後は、この混乱ぶり!

・真夏のマディ
暑いですねぇ、アツイ、アツイ、アツイ！レース当日が、こんなに酷暑で、
晴天になるとは。今年の梅雨がタイヘン長かったなんて、もう忘れてしまい
ました。広サバは６月末の開催、コース作りは、梅雨の６月に入ってから始
まりました。最初の日曜、大雨。翌週、大雨。コース作り最終日、大雨。結
局ず～と大雨、スタッフの皆様ホントにお疲れさまでした。そんな大雨での
コース作り、もしかすると土石流の跡のようなコースに仕上がったのでは。と
心配しながら下見をすると、なんと新設コースも入った気持ちの良いコー
ス。雨設定のコース作りなだけに、比較的ユルさのあるコースに仕上がっ
たのでしょうか。油断タイテキ、きっとサバイバルな罠が待っているに違い
ない！
・誰が１番速いのか
この大迫力は、国内で唯一ここだけ「全車一斉スタート！」。通常、固定
ゼッケンだけがハンディの１分遅れスタートしますが、今回は「面倒だから
みんな一緒に並んで、誰が一番速いのか白黒つけなさい」と主催者からの
お言葉、わかりやすい！かくして、今回は正真正銘の一斉スタートとなりま
した。１００台以上のマシンが、横一列に並ぶ圧巻の景色。その並張りつめ
た空気の中、主催の杉野さんがスタートフラッグを振り下ろします。その瞬
間、地鳴りを轟かせたヌーの群れが、一斉に第一コーナーへと押し寄せま
す！がしかし、路面の牧草地は以外にヌルヌル。ブレーキングできず勢い
余ってコースオーバー、早くも大混乱の始まります。その中から先頭を切っ
て飛び出したのは、久々に登場しました＃２塾長こと藤田貴敏。小回りの
効くフリーライドの利点を活かし、小気味よく走り抜けます。やはり塾長が１
番速いのか ‼ しかし、スタート山の登りでパワーで圧されます。ここで先頭に
出たのは、勢いだけは誰にも負けない＃54熊本ユータBETA RR2T。それ
に続けとばかり、後続もペースを上げて追従します。やはりユータが１番速
いのか。この時はまだ、誰が１番速いかなんてどうでもいい位、サバイバル
な悲劇になるとは、知る由もありません。
・悲しい物語2016
今回のレースの山場は、早くもトップグループ２周目に現れます、スター
ト山のヤチの悲劇!（これだけのセクションなのに、名無しなのです）。元々こ

こは、下見の時点で既にズブズブ状態。予想どおり、スタート直後の押し寄
せるマシンの群れに耐えれるはずもなく、決壊。梅雨の豊富な水を蓄えた
ヤチは泥地獄と化し、多数のマシンを飲み込み、そのまま泥の溜まりで力
尽き動けなくなったライダーの姿もありました。まさにサバイバル、しかしこう
なっても絶対にコースカットはしない、広サバの真骨頂がここにありました。
この戦場が、レースの流れを変えます。大半の選手は、ここで大事な体
力をロス、トップグループも渋滞で乱れます。ようやく抜けだしても、前後の
ライバルを見失い乱調ペース。まずトップだった熊本ユータは、その後立
木に突っ込んで冷却ラインを損傷、ペースダウンとなります。ロッシ高橋
は、なんとフロントタイヤをパンク、ピットインで順位を落とします。塾長藤田
は、別のヤチにハマって泥死。レースは一体誰がトップなのかもわからな
い、サバイバルな様相となってきました。
・テージャス山のヘアピン
その後、難所も次第にワダチが定着し、コースは安定して走れるように
なってゆきます。それでも気を抜いて失敗すれば、貴重な時間と体力を大
きく失います。順位を維持するためには、失敗しない緊張の走りを続けな
ければなりません。そんなライダー達をあざ笑うかのように、恐怖のヘアピ
ンがやってくるのです。コースは急坂下りの途中からコーステープで塞がれ
ており、振り返るように急角度のキャンバーを登ってゆく、という設定。まさ
にテージャス山のアトラクション、大半のライダーは曲がりきれずに落ちてゆ
きます。落ちたライダーはテージャス山を大きく回り込んで登る、迂回路に
入ってゆくのです。
そんな緊張感の漂うレース後半、トップを走るライダーは、なんと私め河
津。運の流れに任せて先頭に出た私めでしたが、せっかく拾ったトップ、簡
単に失いたくはない。テージャス山も横逃げの怪しいラインを走り、どうにか
トップで踏ん張ります。しかし、その後方に迫り来る影が。パンクから復活し
たロッシ、ハスイピード展開を得意とする後藤英樹や山本アヤト。失敗もお
それず、差し違える勢いで猛追してきます。このワンミスで順位が入れ替わ
る展開、緊張で胃が痛くなりそうです。さあ後半は誰が勝つのかわからな
い、サバイバルなレース展開となったのです。

よく踏ん張りました、優勝の#10河津

猛追中のロッシ

素晴らしい ‼

応援に行きたくなります、踏ん張って下さい。

スミマセン、溶け込んでて、いるのがわかりませんでした ‼

それにしても出ます、それ？

あるみやさん、何の作戦中ですか

堅実な走り、Tacさん

そんな挑発的な態度は、あとで痛い目にあいますよ

【リザルト】上位６名

優勝 河津 浩二
・ロッシのロックオン
最終周、とうとうロッシが河津をロックオン、後はいつ発射ボタンを押すの
か、どう料理するのか。しかし、脱兎のごとく、とはこのこと。狩られるウサギ
の逃げ方はハンパないのです。追い詰められた私め河津、命がけで逃げ
る、逃げる。あまりの逃げっぷりに、さすがのロッシも呆れ顔。その隙を突い
て一気にゴール、やりました、ロッシをダマして、いや実力で
、私め#10河津KTM300XCWがロッシを抑え、優勝。とうとう私の時代が来
ました、という感じでしょうか。キョウレツな追い上げを見せた#1ロッシ高橋
博YZ250F。悔しがることなく、以外にさっぱりした感じ「たまには泳がせて
おこうか」余裕のコメントを残し、２位でのチェッカー。続く３位は、見事入
賞、というより、後半のペースダウンについて、私めとロッシにダメだしされ、
全く入賞した気持ちになれない＃３ゴッチャン後藤英樹YZ250FX。４位
は、見事入賞したのに、誰とも絡めず不完全燃焼気味、#8山本アヤトhusq
TE250、でした。
今回のコース、トップでも一周４５分はかかります。なのに、チェッカータ
イム（指定時間内にゴールしないと、失格）は、なんと３０分。このギリギリの
タイミングで最終周回に入ったのは、#5Tacさんと、#7ジミちゃん大西。チ
ェッカー待ちよりも、自分との戦いを選んだこの選択。自分に勝ち、見事時
間内にゴールできたのは、#5和泉TacさんBETA RR2T。見事な５位入
賞、サスガです。今回は「TKO」出場に向けての調整として、ムースでの出
場。グリップが悪く、乱ペースとなりながらも、きちんと結果は残しました。

2位
3位
4位
5位
6位

高橋
後藤
山本
和泉
熊本

博
英樹
礼人
拓
悠太

KTM300XCW G-NET iRC BLAZEマウンテン

YZ250FX
YZ250FX
Husq TE250
BETA RR2T
BETA RR2T

風の会YSP磐田エンジョイズ
サイクルショップ168
Husqvarna奈良+SHINKO
TEAM BETAストレンジモーターサイクル
TEAM BETバイカーズベアCFC

そして…あれ、一緒に走っていたジミちゃん大西選手は…、なんとチェッカ
ーに間に合わず、タイムアウト！４周もしたのに、リタイヤ扱いとなったのでし
た。自分に負けた、ということで諦めて下さい。
参加125台中、完走規定のトップ周回７５％の３周以上走った選手は、
わずかに１２名。一周できたのも、５０台のみ。後半は走りやすくなったとは
いえ、なんと半数以上のライダーが一周できないという、サバイバルな結果
となったのでした。
2017サバイバルin広島は、なんと２０周年記念大会。こんな大会、２０
年もやってるんですね、ナンテコトダ。しかも、ど派手にやるそうですよ(何
を？)、これは楽しみ。一年後にまた集合しましょう！

GEKOGEKO
ENDURO
北海道
ENDURO 北海道

G2016 第４戦

G-NET HARD ENDURO最４戦「GEKOGEKOエンデューロ」レポート
■日時 平成２８年7月17日
■場所 北海道倶知安町 元気村 特設会場
■主催 モトバレーゼ
■出場台数
50台

■キングロッシ「高橋博」レポートも上手い ‼
思えば一昨年。Ｇネットの河津さんに、「北海道でゲコゲコエンデューロと
いう、どっかで聞いたことのある怪しい感じ - のエンデューロ大会があるんで
すけど、知ってます？」「なんじゃそりゃ？ゲコゲコって、ゲコワンの真似
か？ちょっと見てきてよ」ってなやり取りが事の発端でした。 - 僕の個人的な
好奇心で見に行く気満々だった - というのもありますが、最大の目的はＧネ
ッ -トシリーズとして北海道戦ができるかどうかの見極めをしてきてくれ。
という河津 -さんの思惑があってのことです。 Gネットシリーズは西から九
州、四国、中国、中部、関東、東北までは網羅してますが、唯一無かった
のが北海道だったので、これが - 叶うと全日本シリーズとして完全になるわ
けです。また、潜在的にアタック系ライダーの多い北海道でGネットを開催
することで、全国的に盛り上げたいですしね。
思い立ったが吉日、チャッっと主催されている北海道の浅水さんに連絡
し、北海道にひとっ跳び。そこで元気村のオーナーの佐々木さんを紹介し
ていただきました。その時に、お借りしたハスクバーナでコースの名所巡りを
させていただいたのですが、それがまた何処を走っても超ツルッツルで難し
かったっていうのが第一印象です。あの沢の滑り具合は、本州にはちょっと
無いですね。でも、ここをベースとするＪＥＣウィメンズの福田選手はスイス
イ走っていくんで、ちょっとビビりました。さすがチャンピオン！その呑みっぷ
りもネ（笑）ということで、何の問題も無くGネットシリーズに参加することで合
意。 それから一年後の開催に向けてまたコツコツと開拓されたわけです
が、出来上がったコースはまさに、正直な感想ですが、Ｇネットシリーズを
通しても最高に走りごたえのある面白さだったのです。
こうして今年から初めてGネットシリーズに参入した北海道大会は、蝦夷
富士と言われる綺麗な羊蹄山の北側、倶知安町(くっちゃんまち←なんか
かわいい)にある元気村の特設会場で行われました。
約２０年前にこの一帯の山林を購入されたオーナーの佐々木さんがコツ
コツと今回の特設コース作りに専念され、いつかは全日本シリーズのエン
デューロをやりたいということで、それが実現した記念すべき大会となった
わけです。

この会場の特色は、とにかくスケールが広くて、沢が大半を占めています。
しかも、滑る沢と滑らない沢が極端で、ユーチューブの動画でも名物となっ
ているサーモンロックは長さが約20メートル、斜度は20度ほどの一枚岩な
んですが、そこにはじっと立っていられないほど滑ります。また、コース自体
が全体的に、山から水が湧いている箇所がたくさんあるので、晴れていても
結構スリッピーなのです。どんなことがあっても止まらずに走り抜けるとい
う、淡々とした走破力と高度なテクニックが問われる、そんな会場です。
さて、大会には本州からは15人、道内からは35人の参加者があり、本
州の大会と比べると若干少な目ですが、第一回目としての数字目標はこ
れくらいの設定だったので、まずは大成功。それと驚いたことに、観客サー
ビスの点において、観戦ポイントまでの自動車送迎サービスやバイクでの
移動の許可など、他にはない - 素晴らしい取り組みがありました。これは他
所では真似できない、元気村のレイアウトならではだと思います。でも、これ
は絶対に良いサービスなので、今後も続けてほしいですね。
さて、北海道の大会に参戦するにあたり、通常はトランポにバイクを積ん
でフェリーでの移動が定番ですが、今回先にバイクのみフェリーで先行して
送り、会場まで届けてもらえるサービスを利用してみました。これもオーナ
ーの佐々木さんの粋な計らいです。
名古屋港から苫小牧までバイクだけだと片道1万３千くらい。火曜日にバ
イクだけ送れば木曜日の午前中には到着します。人間は木曜日の飛行機
でセントレアから新千歳まで飛ぶのですが、ジェットスターで片道1万くら
い。 バイクの方が高いのね。 やってみた感想は何かと便利な反面、やは
り道内での移動からはじまり、バイクのガソリン購入やその他モロモロ、どうし
ても誰かを頼らなければならない事が多いので大変です。そんなサービス
を利用したのは私と、同じ愛知から遠征した唯一の女性ライダー、京藤さ
ん(通称ゴン様)のみでした。ゴン様は女子トライアル界においも走破力は
抜群なテクニシャンなので、Gネットでも黄塵を拝してポチ扱いされないよ
う、皆さん要注意ですよ。

→そして、この幅の狭さ。ここにしかない高難易度の場所デス。

「サーモンロック」に挑む、3位入賞の大西実。この位開けていかないと、登らない ‼ →

G-NET北海道上陸で～す

「ファイト姉さん」も北海道上陸です。

さすがのテクニック、トップスタートのHusq佐伯選手

あれ、やっちまった ‼

まさか、G-NETランカーじゃ…

「TKO」トレーニングになりましたか

「ヒグマの沢」G-NETは北海道でもこのロケーションです。頑張れ ‼

【リザルト】上位６名

優勝
2位
3位
4位
5位
6位
土曜日のレース前日。続々と選手が会場入りします。特に本州から来た
面子はいつも練習でお世話になっている松野組長を中心とした大阪葛城
メンバーが大挙していらっしゃり、パドックだけ見るとココは大阪か - ？と思う
ような、何時もの安定した感じでした。ほかトップライダーの顔ぶれは、同じ
ベータチームのランキング2番 和泉拓選手、ランク3位のハスクバーナに
乗るアヤト選手、ランク4位のヤマハに乗るカーボン屋 ジミー大西選手、
シェルコに乗る森選手などなど。対抗する地元の北海道勢は大ベテラン
五十嵐選手、 JECに挑戦中のトライアルIA佐伯選手、ヤマハに乗る飯田
選手。 そして最後に特別紹介する選手は、この大会に3か月前から勝つ
ためだけに会場を徹底的に走り込み、ベータクロストレーナーを極限までモ
ディファイした菊池選手。明日は絶対に僕に勝つんだと仰り、マシンを見て
も本気度がビンビン伝わってきたので、こりゃマジでヤベエな～と思いまし
た。でもね、蓋を開けたら翌日は大会に来なかったというね(笑)あの挑戦
状は一体なんだったんだろう -？？？ 来年はちゃんと勝負しましょう！！
コースの下見はここだけの特別ルールで、マシンに乗車してもオッケー
だったので、半分程度は実際のコースを走ることができました。そして、勝
負所となる名所のひとつ、サーモンロックは試走可能ということで、ちょっと
した東西有力ライダーの豪華なアタック合戦となりました。 これがまた、見
てて面白かった！ここだけの練習動画が出回ってないのが残念。夜は前
夜祭ということで盛大に焼き肉が振る舞われ、ホント心底歓迎されている
な～と思いました。
さて、レース当日のお話に入ります。天候は曇り、気温は20度、サイコー
です！ 午前中は時折小雨のパラつく中ではありしたが、ミスト状なので、
至って快適な１日でした。 とはいえ、先に走ったミドルクラスの方々にはゴ
ール直前のタイヤ祭りが全部濡れまくっ -たので、かなり大変だったと思いま
す。 見てる分には最高に面白かったですがね。ミドルクラスは全員が北海
道勢でしたが、小熊さんという方が優勝でした。
さて、次は上級クラスです。スタート方法は横一列で、持ち時間3時間
一周限定のレース。主催者の読みはトップで2時間少しかかるのでは無い
かという読みでした。 いつもなら私は全てのコースをちゃんと歩いて下見し
て、一周何分かかるかほぼ的中させるのですが、今回は完全な下見は出
来てないので、どれ位かはサッパリ分からない。でも、大事な事は、一週レ
ースは一発の失敗が命取りになるので、スタートから全力でトップを奪取し
ないといけません。

高橋

佐伯
大西
飯田
和泉
山本

博

BETA RR2T300

チーム BETAエンジョイズ

竜
Husq TE250
Husqvarna札幌
実
YZ250
JIMMYTEC 九州男塾 Blue Wing
晃久 YZ250F
TEAM SPEED
拓
BETA RR2T
TEAM BETAストレンジモーターサイクル
礼人 Husq TE250 郡SHINKO＋dirtbikeplus withﾊｽｸﾊﾞｰﾅ奈良 CGC

そんな気合を入れてスタートしましたが、第一コーナーで握りこぶし大の
石に前輪をとられ、いきなり単独転倒というオチを演出。後ろを振り返ると4
人くらいしか見えなくて、かなり望的な気分になりました。でも、ここから抜き
まくっていくしかないんで、気合が入りました。普段は観客の応援にもちゃ
んと応えるんですが、もうそれどころじゃないって感じで必死ですよ。その前
半のコースは約3キロの沢(ヒグマの沢)を遡上する感じで、かなりタフな設
定でしたが、ジリジリと前を走るライダーをひとりひとりパスし、中盤には地元
のエース佐伯選手を捉えました。そこはちょっとしたポイントとなる場所で、
佐伯選手は休憩に入ったように見えたので、すかさず横から進入。結果こ
こでトップに立ったわけですが、ここで頭に抜けた意味は非常に大きかっ
た。そこから後半は全てのセクションがツルツルに滑る沢やヒルクライムで
の勝負処が続き、しかも狭いのです。
僕はそんなセクションを攻略するために敢えて普段雨の日に練習してま
すから、自信を持って全てのセクションを一発でやっつけました。 でも、自
分的にはスタートでほとんどビリだって分かっていたから、ずっとまだ先に誰
か居ると思いながら、幻のトップを終始追いかけていた。 その結果、1時間
11分でゴール。 主催者の2時間以上はかかるとの予想を大きく覆す優勝
となりました。 因みにユーチューブで私のヘルカメ動画も見れますが、特
に後半最後の方は、恥ずかしながら吠えまくってます。 動画だと平地にし
か見えませんが、全部難所の勝負所だったと思って見てもらえると嬉しい
かな。
今年はこの大会の前に行われた斑尾と広島の2戦、連続してパンクの神
様が降臨し、またエンジントラブルにも見舞われ、散々でした。また、大会
直前とはいえ、長らくお世話になったヤマハからベータにマシンを乗り換え
ての初陣だけど、絶対に恥ずかしい戦績は残せない。 それと、アメリカ遠
征前にちゃんと勝っておきたい。 そんな新しい相棒のベータRR2T300は、
乗り換えた初日から自由自在に乗りこなすことができて、わずか3週間で充
分な手ごたえを感じていました。世界のトップライダーがこぞって2スト300
に乗る理由が、今頃になって分かりました。それと、IRCのゲコタ。このスー
パースリッピーな元気村の沢でもしっかり路面を掴んでいました。 やっぱス
ゲえタイヤだなも。 BETARR2T300とIRCゲコタ。イタリアと日本が作った史
上最高の逸品で、アメリカのTKOも頑張ってこようと思いま -す！ 以上、こ
の大会がいかに面白いものだったか、今どきはユーチューブでいつでも見
れます。 「Teamモトバレーゼ」「元気村」で検索-検索～！
高橋博

裏琴引
■日時 平成２８年１０月８日
■場所 島根県飯南町
琴引フォレストパーク
■主催 琴引MED実行委員
■PHOTO Mitoko,Fumineko Miyata
■出場台数
裏１１３台
表２３０台

MOUNTAIN
MOUNTAIN

ENDURO
ENDURO
G2016 第５戦

特設会場

やはりロッシはフルグルップ!!

もう定番となりました!？ル・マン式年齢順スタート

うん、よくそうなります!
渋滞の斜度がおかしい!？

コトビキですから。
そんなところで何してるって？、出場した方ならわかりますよね。

○これが広島Styre
冷ややかで澄み切った空気を感じる、初秋の朝。さあ、この時期に毎年
開催されてます、G-NETシリーズ最大級の大会「琴引マウンテンエンデュ
ーロ」。今回のエントリー数は251名(うち裏琴引エントリーは110名)と、例
年どおりの大盛況ぶり。この琴引は、シーズンオフのゲレンデを、オープン
エンデューロのコースとして利用することで集客を上げ、地域共存、地域活
性化に繋げています。現在は各地で様々なスキー場が利用されています
が、その先駆けはここ中国地域と言えるかもしれません。きっかけを作った
のは、今や伝説的な大会となりました「美和マウンテンED」。山間部の地形
を利用した強烈なアップダウン、急角度のキャンバー移動、深いヤチ、川、
等々。現在は終了していますが、この大会の影響力ははかりしれません。
コース作りは今も美和がモデルとなってますし、広島styleの原点と言える
大会だったのです。
そして現在の琴引大会というと、さらにスキー場の管理会社、地域自治
体、べテランスタッフが一致団結、「地域を盛り上げる」という目的の下、共
存共同して開催している大会なのです。今回は開催前に、一部報道により
コースの開拓について過剰に取り上げられていたようですが、琴引ほど地

域住民、自治体、ライダーが一体となり運営している大会はありません。
相互連絡の行き違いによるミスはあったかもしれませんが、だからと言っ
て運営の全てが問題であるとは限りません。「人と自然が共生する里山」
作り、地域住民もスタッフも皆同じ気持ちなのです。今年で第６回となる琴
引。こんな魅力的な大会ですから、これからもずっと続けて頂きたいと思い
ます
○裏琴引の味付けは
表琴引の大会を「料亭の懐石料理」に例えるなら、裏琴引は「料亭のま
かない料理」と言ったところでしょうか。コース作りの課程で生まれた、濃い
めなコース。前座的に開催される「裏琴引」とは、日曜の本大会「表琴引」
のコースを、より深くテクニカルに仕上げた大会なのです。
今回は開催直前でコース変更となり残念ですが、だからといってこの琴
引が普通のレースと同じようになる…はずがありません！短ければ短いなり
に、難所は様々な場所に配置されているのです。マディな路面で、次々と
現れるヒルクライム、ゲレンデコーナー、そして沢の激下り。さあそれでは今
年の裏琴引、腹一杯堪能させて頂きましょうか！

ガレ下りは一列で気をつけて!

2016G-NET画像大賞

「穴があったら入りたい」

「表」のゲレンデはタイヘンなことになりました

大丈夫ですか、寒いんですか。

ジミー大西選手、上手すぎ!

(この後は、ご想像のとおりです)

これって、どういう状態なんですか。

これが「表」表彰の、大人げない３人です
「裏」表彰の、ヘンタイの面々!
表３位!タイチェン柳原選手
フリーライド
乗れてます
ね、塾長!

tacさん、
かっこい
い!

○ハードにデッドヒート
「年齢別ル・マン式」というスタートで幕を開けまし
た2016裏琴引。早速先頭に躍り出たのは、#69私め河津KTM300XCW！
しかし、「ガレ場下りなんて、誰かについていけば大丈夫さ」と、ろくに下見し
なかった結果、ライン全く解らずの前転背負い投げ!はい、消えました。早
々に#1ロッシ高橋、#193熊本ユータとBeta勢が軽くパスすると、さらに追
い上げてきたのは、#207塾長藤田KTMFR300、#151伊藤(上福浦)明男
Betaテクノ改、#8山本アヤトHusqTE250、このトップの面々ででレースは進
行してゆきます。途中、上福浦さんがマシン調整で順位を落とした他、トッ
プ争いを繰り広げていたはずの熊本ユータは…「ハイサイドで吹っ飛んで走
行不能、コース場で休憩してるのを見ました」との目撃情報が。またか！メ
チャ速いのはいいけれど、毎回予想通りの墜落は、もう卒業して下さい。
そして、今回裏コトビキ男の戦場が、とうとう始まったのです、場所は「大
渋滞のWABE(男ラインver)」。このコースの選択肢は２つ。斜面の途中に
寝ころんだ斜め丸太を越えるのか、マディな急斜面を全開アタックするの
か、しかしどちらも成功率は厳しい ‼ ですから、結局そこら中に泥の飛び交う
激しい戦場となりました。開催直前に激しいセクションがカットになったとは
いえ、そこはやはり裏琴引。難所なんて常に自然発生するのです。
こうなれば、順位の変動が…それでも固定ゼッケンの順位には特に変
動なし。ソツなく淡々と周回を重ねるところは、サスガは腹黒固定ゼッケン
のと言えるでしょう。実力。
そんな厳しいコンディションでの３ｈレース、トップ独走のまま締めくくった
のは、やはりこの男でした#1キングロッシ高橋BetaRR300。Betaに乗り換え
てのG-NET２連勝、すこぶる好調のようです。又、TKO出場でさらに経験
値が上がり、走りの安定感が増したようですね。ロッシとのバトルで2位に入
るのは、塾長藤田…と思いきや、まさかの最終周でのガス欠。ピットには忘
れずにはいりましょう。代わりに入ったのが、チェッカー５分という強烈なル
ールに取り乱していたくせの#69私め河津、ちゃっかり頂戴致しました。な
お、レース中なのにギャラリーと余計すぎるトークをしている、との苦情が入
りました。ここに反省してお詫び致します。

【リザルト】上位６名

優勝
2位
3位
4位
5位
6位

高橋

河津
山本
和泉
永原
後藤

浩二
礼人
拓
達也
英樹

博

BETA 2TRR300

KTM300XCW
Husq TE250
BETA RR2T
KTM250EXC
YZ250F

チーム BETAエンジョイズ

G-NET iRC BLAZEマウンテン
Husqvarna奈良+SHINKO
TEAM BETAストレンジモーターサイクル
iRC BLAZEマウンテン＋BRAINS
RT168

3位はスキルの高いヒルクライム連発でしたが、後半ペースを落としてしま
いました。しかし実力は申し分ないです、優勝へのマジック点灯中#8山本
アヤト選手。4位、もうテクニックやペース配分は既に優勝レベルを越えて
いるのですが、マシントラブルに泣きました#151伊藤明男さん。5位、移動
区間はマジ速 ‼ゲレンデは間違いなく１番早いです、しかしリヤブレーキペダ
ルが飴のように曲がるとは!ホントに残念でした、#５和泉tacさん。6位、tac
さんの近くに…またいた！ホントストーカーじゃないの。でも、あの速さにつ
いていけてるとは、その実力が弾ける日は近いはず、#４Nタツ永原選手。
以上の結果となりました。
○そして、表琴引はというと…
晴天で終わった裏琴引のあと、天候は一転。夜から降り始めた雨は豪
雨となり、荒れた路面がいっぱいに水を含んだ状態で、翌日の表琴引開
催となりました。こうなると、スタートのゲレンデを走駆け上がるのも一苦労。
暴れるリヤタイヤを押さえきれず、転倒者が続出。土曜はなんて事も無か
った至る場所が黒マディに豹変、さわやかな表琴引のコースの難易度は、
裏と逆転する事態となってしまいました。オモテに参加された皆さん、天候
だけに仕方ないとはいえ、裏並み、いやそれ以上に厳しいコースであったこ
とは間違いありません。
なお、オモテ琴引の結果は、優勝「塾長」藤田、２位私め河津、３位「タ
イチェン」柳原、４位ウランさん、５位なみあい佐々木君、６位葛城熊さん
…という結果。上位３名は、福岡BLAZEマウンテンで練習する往年のWON
ET３人衆が揃っての受賞、でした。この大人げない３名については、さわや
かな表コトビキ大会の平和を乱した罪で、次回からはエントリー拒否、という
ことで対応したいと思います!

四国

ENDURO
ENDURO
SPESHAL
SPESHAL

G2016 第６戦
G-NET HARD ENDURO最終戦「四国エンデューロスペシャル」レポート
■開催日時 平成２８年１１月１３日
■場所 徳島県美馬市
美馬モーターランド
■主催 単車屋キントウン
■参加台数
４５台

まずは、この美しい舞いをご堪能下さい。10点、10点、10点、10点…

○裏切らない美しさ
この美しさは標高の高さ、朝夕の寒暖の差のせいでしょうか。何度見て
も、この紅葉ほど色づきが美しい場所はありません。「四国エンデューロス
ペシャル」、コース脇のイチョウやモミジが、激しくも厳しいコースに色を添え
ているのでした。
かつて、ハードな文化の無い四国へG-NETシリーズを取り入れようとして
始まり、今回でもう開催６回となります。ライダーのスキルアップ、ギャラリ
ーへのインパクトに事欠かないスタイルは、今はもう四国に必要とされるレ
ースと言えるでしょう。参加数的にはまだちょっと、しかしこのスタイルはブレ
ずに貫きます。 林道大国に根ざすには、まだまだココロザシ半ば、なので
す。
主催キントウンの挑戦は、これからも続きます。ビギナーの門戸を広げる
楽しいレース「ハードエンデュ
ーロごっこ」、そのコースを、陽が落ちてからわざわざ走るナイトレース「夜
駆」。さらに、巨大鉄板焼きケータリングを用意、わざわざ参加者に振る舞
うとは、なんて太っ腹！そんなことしたら、夜の宴デューが終わりなく盛り上
がっちゃうじゃないですか！かくして、美馬モーターランドは２daysかけての
お祭り騒ぎとなったのでした。

○この大会は裏切らない
残念なことに快晴が続いた為、路面はベスコン。難所以外は超ハイスピ
ードレースの様相となってしまいました。まずは、罪のない一般ライダーの
スタートが一段落した後、固定ゼッケンの最後尾一斉スタートが始まりま
す。スタートフラッグの動きにいち早く反応したのは、新進気鋭＃８山本ア
ヤトHusqFC250。激しいアクセルで後続に石をまき散らしながら、狭いウッ
ズコースへと飛び込んでゆきます。しかしまだレースは始まったばかり、まず
は最初のふるい落とし難所「壱の森」へと向かいます。
四国スペシャルに一度でも参加された方なら、この名を聞けば眉を寄せ
ることでしょう。ただのウッズの斜面ながら、必ず戦場となる大問題の場所
「壱の森」。今回も早速、全開の怒号とラジエターの蒸気が霧のように漂う
状況となりました。
この場所を確実にシトメることが、以降の順位に大きく影響します。ここ
は落ち着いて確実に走り抜けて…。なのに「ハヨどかんと、オレが登れんや
ろ！」と、お互いノノシリ合いで早速渋滞でうごめいているのは、森キョウス
ケ、ジミー大西、私め河津のG-NET落ちこぼれ３選手。なにやってんの！
もう出遅れ確実です。

その安定感、バッチリでした#3ゴッチャン

激しいのか、ヤバイのかわからない#9キヨカワ

#1ロッシ
#47伊藤明男さん

やっぱり飛ぶの!!

楽しい雰囲気のスタート位置(使用前)。

ここのグリップ、タイヘンでしたよね。

うっそうとした雰囲気「壱の森」

【リザルト】上位６名

優勝

キョーレツ!!「能塚ヒル」

○裏切らない結末で
まあ壱の森ショックは、レース中盤になるとほぼ解消。しかし、終始揺る
ぎなき難所が、ライダーを苦しめ続けます。その名は「能塚ヒル」。今や全
日本ＭＸのIA2優勝で時の人となった能塚選手、彼の活躍がそのまま崖の
難易度に拍車をかけているようも感じます。パドックから見上げることができ
るこの段々崖は、とてもレースで使えるとは思えない斜度。路面状態が良
いとはいえ、段々でヤラレルるライダーが続出します。この崖の成功率イコ
ール大会順位という状態となりました。
この状況下で、抜群の安定感で先頭グループを作るライダーが３名、ま
ずはやはりこの人は盤石でした、チャンプ#1ロッシ高橋博BetaRR300。続
いて、今回も超気合い入りまくりの#８山本アヤト、そして難所ハイスピードレ
ースにめっぽう強い#3ごっちゃん後藤英樹YZ250FX。この３名が、移動区
間の速さ、プラス、難所の安定した攻略でせめぎ合いを続けます。こうな
れば体力勝負の若手が有利、ロッシも今回はとうとう追い込まれるのでしょ
うか。
しかし追い込まれたのは若手、の方かも。ロッシ選手、終始ペースを落と
すことなく最後まで走り抜き、とうとう今回も優勝のチェッカーフラッグを受
けたのでした、強い！TKO経験でさらに安定感を増したロッシ高橋、完全
勝利でした。
続く２位は、トップを追い込み続けた山本アヤトが…と思いきや、なんとマ
シントラブルでエンジン停止！最終戦が不幸すぎる結末に。

2位
3位
4位
5位
6位

高橋

後藤
河津
永原
清河
毛利

英樹
浩二
達也
良平
雅一

博

BETA RR2T300

チーム BETAエンジョイズ

YZ250F
RT168
KTM300XCW
G-NET iRC BLAZEマウンテン
KTM250EXC
iRC BLAZEマウンテン＋BRAINS
KTM250EXC
iRC BLAZEマウンテン＋BRAINS
SHERCO X-RIDE300

なので、ロッシを同一周回で追い続けた#３ ごっちゃん後藤が２位。最近
低迷気味のごっちゃんでしたが、今回は見違えるほどの堂々とした速さ、
彼の必勝パターンにハマった様子でした。となると、３位は…混乱した大会
では火事場泥棒のように必ず現れる、我ながらスゴい能力だと自負してま
す、私め河津。ただ、Ｆフェンダーを木に極められて自分でへし折る事態と
なり、傷心中でしたが。続く４位はIA目前、走りもちょっとかっこつけてます#
9キヨ部長清河良平KTM250EXC。５位は、この定位置から更なるレベル
アップを図りたいところ、#4Ｎタツ永原達也選手。３位から５位までをチー
ムBLAZEマウンテンが独占、レベルの高さを見せつけました。６位毛利選
手は、今回固定ゼッケン入りを賭けた大事な大会で、きちんと結果を残し
勝負強さを見せつけましたが、同じく固定ゼッケンを狙っていた森匡佑SHE
RCOは、上位走行中だったのに、これも又残念なマシントラブル。しかしGNETを追いかけるホンキな姿勢は素晴らしいです!来季こそ頑張って下さ
い。

今回の模様は、徳島TVのＣＳ番「Mamma Mima TV」
のYou-Tubeで堪能できます、是非!!
https://www.youtube.com/watch?v=426WBqebz0A

２０１６ G-NET HARD ENDURO RANKING
順位

氏名

所在地

マシン

1

高橋 博

愛知

BETA RR2T

2

和泉 拓

宮城

BETA RR2T

3

河津 浩二

福岡

4

山本 礼人

愛知

チーム

第1戦

第2戦

第3戦

第4戦

第5戦

第6戦

合計

TEAM BETA ENJOYS

25

12

22

25

25

25

134

Team BETA ストレンジモーターサイクル

22

16

16

16

18

KTM300XC-W

BLAZEマウンテン-iRC/G-NET HARD

20

Husqvarna TE250

ハスクバーナ奈良＋SHINKO

25
25

18

88

22

20

87

15

20

3

81

20

5

大西 実

奈良

BETA RR2T

JIMMYTEC BlueWing 九州男塾

10

20

14

14

78

6

永原 達也

福岡

KTM250EXC

BLAZEマウンテン-iRC/BRAINS

11

15

14

16

18

74

7

後藤 英樹

滋賀

YZ250FX

RT168広場組

8

清河 良平

福岡

KTM250EXC

BLAZEマウンテン-iRC/BRAINS

9

毛利 雅一

兵庫

SHERCO X-Ride

チームテクニカル

10

熊本 悠太

広島

BETA RR2T

Team Beta バイカーズベア CFC

11

森 匡佑

大阪

SHERCO SEF-R250SHERKO 森のクマさん with HFW

12

大宮 康司

大阪

YZ125

ＤＩＮＯ ＲＡＣＩＮＧ 葛城組

13

中山 徹志

長崎

YZ250FX

大村ライダース＆フジサワ

14

鈴木 健二

静岡

YZ250FX

BlueRiders with YAMALUBE

15

熊谷 一男

大阪

KTM150XC

葛城組

15

野田 大作

山口

TE250

R-2

17

佐伯 竜

17

浦野 誠二

19

飯田 晃久

北海道 Husqvarna TE250
京都

YZ250

北海道 YZ250F

小川 知記

山口

22

長谷山 淳

兵庫

KTM250R

チームナミタwithBSねお

22

佐々木 文豊

愛知

YZ125

アドブ豊田支部+SLF

24

毛利 真吾

北海道

YZ250

TEAM SPEED

24

斎藤 恭一

YZ250

のりずンず

26

重村 孝司

YZ250FX

ﾁｰﾑ ｼｹﾞﾑﾗ ﾄﾘﾌﾟﾙ☆ｺｰｼﾞ

26

高下 勝利

YZ250X

バイカーズベア

BETA RR2T

葛城組

KTM250EXC

デコボコフレンズwith KTM群馬

YZ250FX

TEAM SPEED

松野 孝夫
栗田 武

29

大阪

五十嵐 聖治 北海道

22

71

11

16

66

9

11

15

48

18
12

13
15

8

14

22
16
7

46

3

37

12

34

12

28
25

5
13

12

6

23

10

23
22

22
10

12

5

11

18

のりずンず
チームシゲムラ

13

18

TEAM SPEED

21

29

15

11

のりずンず

仲村 治郎

山口

20

13

ハスクバーナ札幌

20

28

YZ250X

14
15

6

22
18

9

16
15

14

14
6

7

1

13

13
13

3

14

9

13
12

4

8

11

12
11

10

10
10

10
10

10

比嘉 保

YZ250X

32

管 賢

T-Ride

ちーむ太平洋

7

32

木村 つかさ

KTM250EXC

闇雲

9

32

泉谷 之則

YZ25０X

シルバラード

35

中垣 哲夫

福岡

KTM FR250

Team BLAZEマウンテン

35

櫻井 啓蔵

大阪

KTM250EXCF

森のクマさんwithHondaFlyingWorld

37

政岡 秀幸

KTM300XC-W

SMBレーシング

38

東 隆宏

高知

YZ25０FX

Team MSC Racing

39

栗田 武

熊本

CRF250

Honda 緑陽会 熊本レーシング

39

久保田 崇史

KTM250EXC

ﾌﾗｯﾄワールド

41

山本 浩史

RM-Z250

SRFスポーツ

41

多田 雅志

CRF250

Honda 緑陽会 熊本レーシング

43

井村 哲久

YZ250

のりずンず＋ハシモトレーシング

44

伊藤 拓真

YZ250X

IIDA

3

3

45

大谷 大

CRF250

CRAZY LIFE 365 葛城組

2

2

45

西村 知誠

45

北川 豊久

YZ25０FX

ballsレーシング葛城組

48

藤川 洋文

tm250en

あるみやや

48

横田 悠

KTM３50EXCF

RAC

48

土師 敬右

KTM250EXCF

G-NET HARD

29

熊本

愛知

長崎

福岡

2

9
9
9

8

8

8

8
7

7

6

6

5

5
5
4

4

4
4

4

2
2
1
1

1

5
4

2

ハスクバーナ

9

2
1
1
1

【2017 G-NET HARD ENDURO 全日本選手権】
第１戦 1/8

MGS

/佐賀県

YSP・南くるめ

http://www.ysp-minamikurume.com/

第２戦 5/20.21 斑尾サンパティックエンデューロ /長野県
CGC実行委員会

第３戦 6/25

http://cgcenduro.jp/

サバイバルin広島
SP忠男広島

/広島県

http://www.sptadao.jp/

第４戦 10/7.8 裏琴引、琴引マウンテンＥＤ /島根県
琴引MED実行委員会

第５戦 11/12

http://kotobikied.exblog.jp/

四国エンデューロスペシャル /徳島県
キントウンhttp://atelier-ohka.com/daihonei/kintoun.html

G-NET HARD ENDURO 全日本選手権 REGULATION

「統一レギュレーション」

1 目的
「G-NET HARD ENDURO 全日本選手権」は、国内における唯一の、HARD ENDUROのシリーズ戦である。又、HARD ENDUROとは、困難なコースを走破することを主とし、モーターサイクルスポーツにお
けるオフロードバイク競技の原点に立ち返った競技である。私達は、HARD ENDUROという競技スタイルを通じ、モーターサイクルの普及発展に寄与し、ライダーの健全で健康な社会活動に繋がるよう、活動す
ることを目的とする。
2 ライダーの心得について
・当該競技に必要である年齢、技能、体力を備えていること。
・参加者は、安全で適切なヘルメット及び装備を装着し、怪我の防止に努めること。
・ライダーは、常にマシンを安全にコントロールできる状態でなければならない。安全にコントロールできない状態、本人又は他のライダーに危険を及ぼす恐れのある場合、参加は認められない。
・競技参加者は、常にスポーツマンとしての自覚を保ち、下品な言動は厳に慎まなければならない。又、各大会の競技規則、公式通知を熟知し、その決定に従いすべての行動に対して責任を持たなければならない。
・競技中は、他人の迷惑、危険を伴うような行為をしてはならない。
・アルコール類又は薬品（興奮剤、麻薬等）によって精神状態をつくろってはならず、 アンチドーピング精神を遵守すること。
3 出場車両について
参加車両の排気量については、オーブンとする。トライアル車の出場は各大会競技規則に準ずるが、公式ポイントは付与しない。
4 シリーズ戦の発表について
各大会主催者と協議の上で、公式通知により発表する。
5 エントリーについて
各大会運営規則に準ずる。なお、年間固定ゼッケンに選ばれたライダーについては、エントリー開始後速やかにエントリーを行うこと。
6 順位等の決定について
優勝者、順位、及び完走者の定義については、各大会の競技規則の定めるところによる。
7 公式ポイントについて
上記順位の決定に基づき、公式得点（ポイント）を付与するものとする。なお、付与するポイントについては、下記表のとおりである。
1位 25P

2位 22P

16位 5P 17位 4P

3位 20P
18位 3P

4位 18P
19位 2P

5位 16P

6位 15P

20位 1P

7位 14P

8位 13P

9位 12P

10位 11P 11位 10P

12位 9P

13位 8P

14位 7P

15位 6P

※ＣＧＣについては、ｹﾞﾛｹﾞﾛｸﾗｽの順位を対象とします。

シリーズランキングの決定については、ポイントの合計数により決定する。なお、同一ポイントであった場合
第１ 当年の最高順位、同位であれば回数が上回る選手（最高順位のみが対象）
第２ 当年の出場回数が多い選手
第３ 昨年のランキング上位の選手
第４ 年齢の高い選手
により順位を決定する。ここまでが同位である選手については、同位と定める。
9 固定ゼッケンについて
年間シリーズ総合順位9位までの者は、固定ゼッケンを付与する。さらに、翌年シリーズ全戦に出場する権利を保障する。（これは招待選手という意味ではなく、あくまで参加枠の確保とする）
○黒色固定ゼッケン
・年間総合ランキング１位から９位までの選手 ・ゼッケンの色 黒ベースに白文字 ・2017黒色固定ゼッケンについては、下記のとおり。
【2017 G-NET HARD ENDURO 全日本選手権 固定ゼッケン】
#1 高橋 博

愛知 BETA RR2T

TEAM BETA ENJOYS

#2 和泉 拓

宮城 BETA RR2T

Team BETA ストレンジモーターサイクル

#3 河津 浩二 福岡 KTM300XCW BLAZEマウンテン-iRC/G-NET

#4 山本 礼人 愛知 Husqvarna TE250 ハスクバーナ奈良+SHINKO

#5 大西 実

JIMMYTEC BlueWing 九州男塾

#6 永原 達也 福岡 KTM250EXC

BLAZEマウンテン-iRC/BRAINS

#7 後藤 英樹 滋賀 YZ250FX

奈良 BETA RR2T

RT168広場組

#8 清河 良平 福岡 KTM250EXC

BLAZEマウンテン-iRC/BRAINS

#9 毛利 雅一 兵庫 SHERCO

X-Ride チームテクニカル

10 総合優勝者の特典について
年間総合優勝者は「KING OF G-NET」の称号を与え、チャンピオントロフィーを貸与します。又、総合優勝者は、翌年のシリーズ戦全戦において招待選手扱いとし、エントリーフィーは全て免除とする。
よって年間を通じ、出場する各大会の宣伝、参加広報を行うこと。
【2017 KING OF G-NET】 高橋 博

愛知県 BETA RR2T TEAM BETA ENJOYS

11 賞典外選手の扱いについて
各大会において、賞典外選手はリザルトに含まれないとしても、シリーズランキングの公式ポイントは付与する。つまり、賞典外選手であろうと、大会に出場した選手は全て、シリーズランキング上では各大会
リザルトに含むものとし、公式ポイントを付与する。
12 損害に対する責任について
・シリーズ全戦において、人の死傷、後遺症、車両及びその付属品に破損が発生した場合、その責任は原則として参加者が負わなければならない。
又、参加ライダーは、各大会の運営規則に定めた傷害保険に加入すること。（MFJスポーツ安全保険を適用する大会においては、必要なMFJ競技ライセンス、エンジョイ等の資格を受けること）
・大会主催者は、過度にコースの難易度を上げることなく、選手やギャラリーの安全には充分に配慮すること。
13 大会コースの認定について
大会前日のコース確認において、コースが非常に危険であると判断された場合、黒色固定ゼッケンの代表は、主催者に対しコース変更の申し出を行うことができる。この時主催者は、選手との協議を拒否するこ
とはできない。なお、最終的なコースの決定については、各主催者の判断によるものとする。
14 申し合わせ事項
①２０１７シリーズから名称を「G-NET HARD ENDURO 全日本選手権」と変更、第１戦から第５戦までのポイントランキングにより、年間総合ランキングを決定する。
②各大会の交流事業の一環とした「主催者枠エントリー」については、大会主催者宛てに「主催者枠」として事前に申し込みを行い、相互間で連絡調整を行うこと。申し込みを受けた主催者は、主催者招待枠とし
てエントリーを受理すること。
③昨年まで行っていた「青ゼッケン制度」については、廃止とする。

G-NETは、個性的なライダー多い。
彼も又、少し前からG-NETに参戦を始めました。
そして2016斑尾、文句ナシの優勝。
毎回必ず上位に食い込む走波力。
かつてトライアル・デ・ナシオン日本代表と、
その経歴もまさに、進撃の巨人。
トライアル車不可とされたG-NET、
あえて自分で製作したマシンで走る、彼の真意は…

私のマシン
私のマシン

伊藤 明男

私のマシンがG-netに有利だと、思って創りました。
そう、昨年の
① 裏琴引きの滑る玉石の登りの連続
② 四国SPのタイヤ越え（なぜか2周目には無くなてた）
と斜面を途中で登る下るの連続で爆発的に走破性が高ければ、
多くの時間を獲得できるので、移動が遅くとも勝算が立つと考え
ました。
初戦の斑尾は、いくつもの条件が重なり優勝できましたが。
ゲレンデの移動・ヒルクライムは話にならない走破性と体への負
担がありました。ただし、けもの道に入ると、差は解消され、し
かも後半のスリッピーな狭い登りは、順位を担保されたことが有
利に働いたと思います。このときはEDマシンに乗り比べていな
いので、自分のマシンの可能性を信じていたのですが・・・
3戦にむけて、トレーニングを鈴木昌平さんにつけて頂いたと
き、全力で、初めて経験する超激震のコーストライの中、振り
返ると、ぴったり笑顔で追いかけられた時･････なぜ？ その後、
マシンに乗せて頂いたときの感動は今でも忘れられません、ク
ルーザーだ････と感じました。
全ての衝撃をサスペンションが包み込む････包み込むからグ
リップする････グリップするからトラクションがしっかりかかりFタ
イヤのラインが トレースできる、一瞬ならついていけるけど、長
丁場では話にならない、別次元だーと････軽い脳心頭が一週
間ほど残りました。次に、森光さんに練習つけてもらったとき、
わずかながらのスピードを維持することの大切さを教わりました、
そして、絶大なパワーと伸びが ヒルクライムに必要なことを･･･
ここで、現実を知りました。･･･（"＾ω＾）・・・
そして、サバイバルIN広島・裏琴引き・四国SPと続いて、私が
求めていたG-netのセクションが無かった？？？？ 多少の起伏
はあるが、コーストレースとスピード移動の組み合わせだった･･
･･しかし、これでいいと考えています。

バイクは、バランスをスピードで保持しPerformanceする乗り
物、イゴイゴは見ても走っても面白くないので、ダイナミックにス
ピードやチャレンジをする、障害物があっても、トレースできるラ
インを残す等が、ベストだと考えています、岩場とかは、グリッ
プを担保すれば、バイクはちゃんと走れるはず、技術があれば
ちゃんと前に進むコースであれば、それを高めていけばいいと
考えていま す。
結果、私が思い描いたマシンとコースが、現状にあっていな
い為、2017年は、2ST 250又300のEDマシンに最低限のセッテ
ィングで チャレンジしたいと考えています。
私のバイクのポテンシャルが、なんとなく気になる方是非とも
試乗してください。 小回りが利きCONTROLしやすいと思います
が、すべて処理しないと前に進みません。
非常に厳しいセクションは素晴らしい走破性があります。 地
元のトライアル国際B級と最新のマシンの組み合わせで、遜色
ないくらいのパフォーマンスができます。 因みに、自然の山深
い場所だと、天と地ほどのポテンシャルの差がつきます。 が、
そんなコースはG-netでは不存在しないし、不要です。いや、
似合わない････
技術の進化とマシンの進化が現在のモトクロス・トライアル・ロ
ード・エンデュ―ローマシンをもたらしました。
G-netはこれからです、他のカテゴリーのそのままのマシンで
走るのは、産まれて間が無い状況を示していて、まさにこれか
ら G-net専用machineが産まれることを望んでいます、たぶん、
世界戦略の素晴らしいPerformanceのマシンが出来ると信じてい
ます。
少々の山深いけもの道、長く厳しいヒルクライム、移動距離
の走破性、あらゆる自然をすべて攻略できる素晴らしい走破性
のマシンが、私たちのG-netから、世界に発信できるのではと
考えています。

Ｇ-NETランカー
#3 河津浩二 #6永原達也 #8清河良平

をサポートする、HARD ENDURO
最強チーム「BLAZE」

全日本ライダーが選ぶ、このデカール
Ｇ-ＮＥＴ巨大バナーも制作

SUSIE DIGITS KYUSHU

カスタムペイント、板金、修理、
マシンセッティング、何でOK!!!

福岡県遠賀郡岡垣町新松原
℡ 093-283-2268
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ナップス
16 店舗！店舗取扱アイテム数35,000 点以上

全国に

インターネットで物を買うのが当たり前になった現在
それでもナップスは全国に 16 店舗を構え
実際に商品を見て、 触れてお買い物を楽しんで頂きたいと
考えます！
皆様がお求めの商品を手に入れ、 その先にある素晴らしい
オフロードライフをナップスは応援します！

□ナップス横浜店
〒245-0065
□ナップス相模原店
〒252-0203
□ナップス港北店
〒224-0063
□ナップス伊勢原店
〒259-1105
□ナップス練馬店
〒177-0031
□ナップス三鷹東八店
〒181-0014
□ナップス足立店
〒120-0005
□ナップス埼玉店
〒363-0012
□ナップス広島店
〒733-0036
□ナップスベイサイド幸浦店 〒236-0003
□ナップス浜松店
〒435-0047
□ナップス前橋インター店 〒370-0001
□ナップス福岡店
〒815-0041
□ナップス仙台泉インター店 〒981-3328
□ナップス岡山店
〒701-0133
□ナップス千葉北インター店 〒263-0001

横浜市戸塚区東俣野町 1009
相模原市中央区東淵野辺 1-10-5
横浜市都筑区長坂 12-7
伊勢原市大住台 1-4-7
東京都練馬区三原台 3-25-18
東京都三鷹市野崎 1-19-12
東京都足立区綾瀬 7-2-17
埼玉県桶川市末広 1-1-42
広島県広島市西区観音新町 4-14 マリーナホップ 内
横浜市金沢区幸浦 2-17-1
静岡県浜松市東区原島町 525
群馬県高崎市中尾町 44-1 アカマル 内 2F
福岡県福岡市南区野間 4-21-1
宮城県富谷市上桜木 2-3-1
岡山県岡山市北区花尻あかね町 12-113
千葉県千葉市稲毛区長沼原町 731-17 フレスポ稲毛 内

TEL:045-853-1171
TEL:042-754-1171
TEL:045-942-1171
TEL:0463-92-1171
TEL:03-5905-1171
TEL:0422-40-6171
TEL:03-5613-0171
TEL:048-778-3117
TEL:082-297-8951
TEL:045-790-1175
TEL:053-411-1170
TEL:027-370-1234
TEL:092-557-1555
TEL:022-779-0822
TEL:086-214-1551
TEL:043-304-2200

全国に１６店舗！
お得なセール / キャンペーン情報や
イベント情報、 ネットショップで欲しい
ものが見つかる！

https://www.naps-jp.com/

行そ
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所
、
1月22日(日) 走り初め&神事（お賽銭：500円）
今年一年の安全を祈って、御所の神様にみんなでご挨拶しましょう。
いつもの”焚き火”と”餅入りぜんざい”も大量にご準備します！走りなはれ食べなはれ。
3月12日(日) 2×2（ツーバイツー）
2時間走ってお昼休み、んでまた2時間走るエンデューロレース。
しかも2ヒート目は逆走！一日で二度美味しい運動会風味のレースです。
5月4日(祝) ガルルカップ九州第1戦
”初心者の登竜門”としてお馴染みのガルルカップ九州。
おかげさまで今年27周年を迎えました。
6月3-4日(土-日) たそがれエンデューロ
夕方スタートの3Hナイトエンデューロ。
ライト搭載のマシンで夜の御所を駆け抜けろ！
8月後半(日) 大人の夏休み”草フェス2017”
午前中草刈して、午後からフリー走行の草刈大会”草フェス”、今年もボランティアスタッフ募集します。
草刈機持込歓迎、飲み物・昼食ご準備します。
9月10日(日) 100minED
”午前中にコース設営、午後はレース”のちょこっとエンデューロ、やります！
時間もフィーもミニマム。レジャー気分でどーぞ。
10月15日(日) 通潤橋８Hエンデューロ
御所オートランド、年に一度のお祭り”8時間耐久エンデューロ”。
毎年様々なドラマがあります・・・そりゃもう何て言ったって、8時間ですから。
11月19日(日) ガルルカップ九州第2戦
選べる2時間クラスと3時間クラス。
ピルスナー（グラスっぽいガルルオリジナルのトロフィー）、マジ、カッコイイ。
出るべき、出るべき。
12月10日(日) King Kong Hills(G)
崖好きの崖好きによる崖好きのための企画・・・先生は、みんなの頑張る姿が見たいんです！
見て楽しい走って楽しい、快走路アリの、ちょっぴりGな3時間エンデューロ。

担当：松木 ０９０－５２８９－７７５２

WANTED

要注意‼

G-NET HARD ENDUROでは、このようなカメラマンの方々が皆さんを狙っています。黙って撮られてはいけません‼
どんなに忙しくても(ヒルクライム中だろうと、ヤチでハマってるマシンを引っ張り上げてる時だろうと)、必ずカメラ目線、ポーズをお願いします。なお、そのこ
とがレース成績に響くことになったとしても、当方では責任を負いかねますので、ご了承下さい。

ジャンキー○垣

アニマルハウス

様。

エルツベルグロデオ、ＴＫＯ等、国内のみならず海外のHARD ENDUROも取材を敢行する第一人者。
最高の記事、最高の写真。オリジナルカレンダーも発売中。「Enduro.j」で検索。

SOUSHI

様。

中部地区、特にＣＧＣ大会にて、めちゃ綺麗な画像を撮りまくり、無料配信している
キトクな御方です。彼自身もなかなかのハード系達人なのですが。

ふみねこ

み○た

様。

言わずと知れた「道を踏み外したねこの部屋」エンデューロ界最強ブロガー。
自らもISDE参戦経歴あり、狙われたらもうネタになるしかありません。諦めて下さい。

ミトコ

樂@里美

様。

様。

最初は小さなカメラで獲りまくっていましたが、いつしか本格一眼レフにハマり、
今やガルル撮影大賞にも選ばれた本格派。こちらも無料配信して頂いてます。
ちなみに、写真の人はアシスタントのトミコです。

もう、エンデューロ界の和田アキ子とでもいいましょうか、コメンテーターでもあります。
モンスクでは、落ちてくるマシンに轢かれながら撮影した、という伝説もあり。

□

□

G-NET HARD ENDUROは、各大会のレポートを全て
「BIG TANK MAGAZINE」に掲載しています。
海外HARD ENDUROの記事等、内容も幅広く読み応えあります。
定期購読、絶賛募集中です‼

SPESHAL THANKS
BETA MOTOR JAPAN
BLUE WING
IRC TIRE
ＫＴＭ福岡
Krazy
MC-JAPAN SINISARO
ＭＴＸＲ ナップス ラッキー商会 SLiCK PRODUCTS
ダートバイクＺＩＭ
２４サービス 御所オートランド
(敬称略、順不同です)
以上の企業様のご協力により、本誌はフリーペーパーとして発行することができました。
日頃からG-NET HARD ENDURO全日本選手権の活動を支えて頂き、ありがとうございます 。

□

冊子「G-NET」では、広告を募集しています。又、G-NET各レース会場への出店、レーススポンサー、協力店様も同時に募集しています。
G-NET HARD ENDURO 全日本選手権
事務局代表 冊子編集 河津 浩二
http://g-net.hard-enduro.com/

