


ハードエンデューロライダー
ロッシ高橋を育んだモノ

　僕は15歳くらいで自転車トライアルを始
めて、兄がトライアルバイクをやっていたの
で、その影響もあってトライアルをやるよう
になりました。26歳くらいには全日本で IA
クラスに上がって、モーターサイクルショー
のデモとかもやってました。田中太一くんと
も一緒にやったことがあるんですよ。
　そのころの経験が今のウィリーやジャッ
クナイフにも生きていると思います。あれ
は魅せ技としてだけでなく、応用すること
でけっこうハードエンデューロの役に立つ
んですよ。あと、30代でやっていたスキー
クロスも一斉スタートだったり、レース中の
駆け引きなんかはモトクロスにも似ていて、
ライン取りの考え方などは今でも役に立っ
ていると思います。

一時はもうダメかと思った
これまでで一番苦しいシーズン

　今シーズンはこれまでで一番苦しい年で
した。結局一勝しかできませんでしたし。今
年は第1戦と第2戦のコース難易度が低く
設定されていてスピード勝負なところがあ
り、健二さん（鈴木健二）も難所がすごく上
手くなってきているので、厳しいレースにな
りましたね。
　広島ではなんとか2位に入ることができ
たので、ポイント的にはだいぶ助かりまし
た。第3戦は自分のミスコースで優勝を逃し
てしまいました。最終戦の日野も、会場に
向かう途中でトランポが故障して危うく下
見の時間がなくなりそうだったのですが、不
幸中の幸いで友人に助けていただき、金曜
日の夜中には会場に到着することができま
した。
　スケジュールの都合で、健二さんが後半

戦に出てきませんでしたが、もし出てきて
いたらどうなっていたかわかりませんね。前
半戦が終わった段階ではアヤト（山本礼人）
はそんなに脅威だとは思っていなかったん
です。そしたら第3戦で僕がやらかして向こ
うが優勝しちゃったから、最終戦までもつれ
てしまいました。それでも最終戦で勝てば、
と思ってたからそこまで焦ってなかったの
ですが、1周目で何度も転んで順位を下げ
てしまって。最終戦で勝ってチャンピオンと
いうのも何回か経験していたのですが、流
石に今回はもうダメかと思いましたね。差
がついたことでプレッシャーがなくなって2
周目3周目でいつも通りマイペースに走る
ことができたのがよかったのだと思います。

2019年のレース活動について

　かねてから10年を節目に違うスポーツに
挑戦してきたんです。20代でトライアル、

30代でスキー、40代でエンデューロ。今49
歳で、エンデューロをちょうど10年やった
ので、まぁ、ライダーとしてやれることはや
ったかな、と。去年で一つの目標であった
G-NET5連覇を達成することができました
ので、今年からはチャンピオンを目指すだ
けでなく、もっと視野を広げて活動していき
たいと考えています。
　G-NET戦ばかりではなく、面白そうなイ
ベントや他のレースにも参加したいという
か。これまでもやってきましたが、後進の育
成にももっと力を入れたくて、もしスクール
などで僕が必要とされるのであれば、ぜひ
参加したいと考えています。また、レース
で言えば最終戦の日野に中国や台湾のライ
ダーが来てくれたみたいに、今度は僕が向
こうのレースに参加してみたいな、とか。場
合によってはG-NET戦よりも優先したいも
のも出てくるかも知れません。
　もちろん、スケジュールが許す限り

G-NET戦には出たいですし、出るからには
1番を目指して走ります。ゼッケン1を背負
っているから出来ることもあると思います
し。ですが、とりあえず2019年はG-NETチ
ャンピオンだけに捉われず、そういうスタン
スで活動していこうと思っています。仕事
的にもそろそろ年齢的に責任ある立場にな
ってきてしまっているので、あんまりレース
ばかりだとまずいな、というのもありますね。

ずっとやってみたかった
コースレイアウター

　それと実はこれからの10年で一番やって
いきたいのはコースレイアウターなんです。
ずっとやってみたかったのですが、ちょうど
JNCCさんからお声かけいただいてジャン
ピンジャックというハードエンデューロレー
スのコースを作らせていただけることにな
ったので、まずはそこから。今はハードエン

デューロにも色々な大会がありますが、
CGCにはもうすでにずっとコースを作って
来られた方々がいらっしゃいますし、G-NET
はまだ自分がエントリーしていますので、ち
ょうど新しく始まるシリーズということで、
関われたらいいな、と。まずは今年2戦ある
ので、それを全力でコース作りしたいと思
います。
　ジャンピンジャックはG-NETでポイント
を獲るようなライダーはターゲットにしてい
なくて、もっと中堅の、G-NETに出てギリ
ギリ一周できるかできないかのライダーが
表彰台に乗れるくらいのレベルをイメージ
してコースを作っています。若くて有望な
ライダーが東にも西にもいっぱいいますの
で、彼らのレベルを底上げして、将来的に
G-NETで活躍できるようにしてあげたいと
いうのが狙いです。

G-NET2018 第1戦、CGC斑尾ハードエンデューロ／4位 G-NET2018 第2戦、サバイバル in 広島／2位

G-NET2018 第3戦、Mt.モンキースクランブル／3位 G-NET2018 第4戦、日野ハードエンデューロ／1位

「コース作りと若手育成を通して、ハードエンデューロに恩返しをする10年にしたい」

前人未到の5連覇を成し遂げ

高橋博（ロッシ高橋）
チームベータIRCエンジョイズ // BETA RR2T300
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「昨年はG-NETの運営母体が変わるということ
でシリーズ戦としては5年振りの参戦でした。頂
点を目指し、各レースの特徴を意識した走り込み
で挑みましたが、本番では走りをまとめるのが精
一杯で、満足する結果には繋げることができませ
んでした。今シーズンの参戦は現時点では未定
です」

「2018年は結果も内容も満足できるものではあり
ませんでした。練習や準備の時間がほとんど取れ
なかったこと、マシントラブルも重なり毎戦厳しい
レースでした。諦めずに走れたのは IRCサポート
が大きかったです。今シーズンも仕事の都合上、
全ラウンド出場は厳しそうですが、出られる限り
出場しようと思います。ハードエンデューロの人
気やレベルも上がってきていますし、僕も負けな
いように全力を尽くしたいと思います」

「昨年は前半の2戦に出させてもらったのですが、
難所もそこまで難しくなくて移動区間も多かった
ので、優勝することができました。斑尾のDAY1
だけはけっこうコースが難しかったのですが、い
い順位に入ることができたので、嬉しかったです
ね。2019シーズンは今のところCGC奈良トラ、
サバ広、モンスクは出られそうかな？　G-NETで
走った経験は他のレースで確実に生きてくるので、
今後も出来るだけ参加したいと考えています」

「去年から、憧れであった固定ゼッケンを背負って
レースに参戦しました。今までは前を追うだけで
したが背後からのプレッシャーを初めて感じまし
た。IRCさんのサポートを頂き、毎戦ベストな状態
で挑むことができました。 今年も変わらず6番とな
りましたがスピード、テクニック共についてきたと
実感してます。あと整備のテクニックがもっと必要
と感じました。今年はマシンを GASGAS EC300
にチェンジしましたので、心を新たにチャンピオン
目指して頑張ります！」

「スピードとヒルクライムに対応するため、試行錯
誤した一年でした。塾長（藤田貴敏）にたくさん教
えていただき、スピードに関しては少しわかってき
て、ヒルクライムもマシンのセッティングを変更し
て対応できるようになってきています。リカバリー
のためにシート形状を見直したり、体重を落とし
て体力をつけるトレーニングもやっています。ハ
ードエンデューロは総合格闘力を求められるスポ
ーツだと思います。頑張って楽しみますので、今
シーズンもよろしくお願いします」

「去年は福岡から広島へ引っ越したことでバイク
の環境も大きく変わり、満足できる結果を残す事
が出来ませんでした。斑尾ではラジエーター破損
からのエンジン焼き付き、モンスクではクーラント
がミッションオイルに混入しクラッチが切れなくな
る等、運にも見放されたシーズンでした。オフシ
ーズンは惨敗した日野を想定したヒルクライムの
練習をしてきましたので、リベンジを果たせると信
じています。今シーズンは固定ゼッケン5位以内
を目標にします！」

「昨年は初の海外レースとなるSEA TO SKYに
参戦し、海外レースの面白さと同時に、日本のハ
ードエンデューロの魅力も再確認でき良い経験に
なりました。G-NETでは10位前後をウロウロして
いたので、実力通りの結果だったと思います。今
シーズン、開幕戦のCGCは参戦せず、コースレ
イアウトに徹します。走りではなくコース作りで黒
ゼッケン達を苦しめたいと思います！」

「昨シーズンはとても盛り上がった良いシーズン
でした。結果的にはチャンピオンを逃してしまいま
したが、それ以上のものをたくさん得ることがで
きたので満足しています。2019年にかける思い
は誰よりも強くなりましたし。今シーズンは、他種
目からたくさんのライダーが参加していたりグロ
ーバル化に合わせてセクションも変わってくるで
しょうから、僕はそれに対応できるトレーニングを
しています。また1年楽しみです。応援宜しくお願
いします！」
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 G-NET 2018 第1戦　  2018年6月2-3日 // 長野県斑尾高原サンパティックスキー場跡地

CGC斑尾ハードエンデューロ
　スキー場跡地を使った斑尾ハードエンデ
ューロが復活。G-NETは土曜日に特設コ
ースを使った1周の速さを競うレース、日曜
日にG-NETクラスとCGCゲロゲロクラス
併催のハードエンデューロレースが開催さ
れ、その合計ポイントで順位が決められた。
　土曜日、ゲレンデを使ったヒルクライム
やキャンバーなどで構成されたコースの前
半は、G-NETの黒ゼッケンライダーにとっ
てはさほど難しいものではなかった。しかし
コースの終盤には「新国立競技場」、落ち
たら最後の激キャンバー「ブーメランストリ
ートヒル」、「冷たい汗でるダウンヒル」と
いった難所が待ち構えていた。そして最後
の難関、ガレた登りの「緑ゴケ沢」をクリア
するとようやく、ゴール地点に設置された
垂直にも見える壁「ゴールステア」に挑む
権利が得られるのだ。
　さらにレースを面白くしたのがそのスター
ト方法だった。ゲレンデを降りたところに、
マシンを下向きに並べた状態でフラッグが
振られると、ライダーはその場で180度ター
ン。助走なしでゲレンデを駆け上がってい

った。生い茂る背の高い草に覆われた地面
は隠れた凸凹が大きく、直登を狙ってスタ
ックするライダーが続出。それは高橋博や
上福浦明男といったトップ陣も例外ではな
かった。
　直登ラインを一度もスタックせず、まっ先
に駆け抜けていったのはYZ125Xで出場し
た鈴木健二。それを追うのはCGCひなま
つりエンデューロでも鈴木とトップ争いを繰
り広げた山本礼人だった。少し遅れて高橋
と上福浦が後を追う展開。モトクロス出身
で、JNCCやJECといったスピード競技で
も輝かしい実績のある鈴木健二に、ハイス
ピードのゲレンデ区間で追いつくことがで
きるライダーは、G-NETには存在しない。
終盤の緑ゴケ沢までトップでコマを進めた
鈴木だが、ここでトライアル出身の上福浦
がその背中を捉えた。上福浦は沢の終盤で
鈴木をパスするとゴールステアをクリアし、
DAY1をトップでゴールした。続いて、鈴木、
高橋、山本の順でゴール。
　DAY2はCGCゲロゲロクラスと併走の
ため、G-NETとしては比較的コース難易度

は低く設定された。さらに難易度の高い林
間セクションは、１周目はショートカットされ、
２周目からの使用となった。鈴木健二はこ
のDAY2でも１周目のスタートからリードを
築き、トップで２周目に突入した。
　２周目すぐの林間セクションには分岐が
設定されており、このコース一番の難所
「緑ゴケ沢」と、そのエスケープとも言える
「さわやか？キャンバー」の２択が迫られる。
トップで進入した鈴木はこの分岐に気づか
ず、難易度の高い緑ゴケ沢へ進路を取って
しまった。鈴木が沢で苦労している隙にす
ぐ横のキャンバーを越えていく山本、高橋、
上福浦らトップ陣。しかし鈴木は持前のスピ
ードでその全員をゲレンデで抜き返し、再
びトップに返り咲いた。
　結果、鈴木がそのまま逃げ切り、DAY2を
トップチェッカー。2日間の総合順位で1位
となり、自身初となるG-NET優勝を手にし
た。2位に初日を制した上福浦、3位には若
手のホープ、山本が入った。

「コースはどこもすごく難しかった
です。特に後半の林間セクション
は、レース終盤に掘れて木の根が
出てきてからは大変でしたね。で
すがYZ125Xは軽くてどこでも走れ
ますし、このコースは移動のハイス
ピード区間が長くて、僕なんかは
けっこうマージン取っててもあのス
ピードで走れるから、そこが勝因で
はないでしょうか」

「初日はスタートのヒルクライムで
出遅れてしまって、頑張って追い上
げたのですが、あれが限界でした。
2日目はリアの空気圧0.25kgfで走
ったのですが、もっと高くても良か
ったですね。パンクの恐れがあっ
たので、なかなか攻めた走りがで
きませんでした。ハイスピードで、
ミスするようなところが全然なかっ
たから、あのコース設定で健二さ
んに勝つのは難しいですよ」

鈴木健二 高橋博

DAY1、トップで緑ゴケ沢を通過した上福浦明男。DAY2でも4位に入り、総合2位。 ゴール地点に設定されたゴールステアはレース前に練習の機会が与えられた。

DAY2、CGCゲロゲロクラスでも使われた「俺なら落とすダウンヒル」。実際、落としていたライダ
ーも多数。

移動区間を流す鈴木健二のスピードは、他のライダーより遥かに速い。

DAY2、「緑ゴケ沢」のエスケープとして用意された「さわやか？キャンバー」も、とてもさわやかとは
言えない難易度。

G-NETクラス2日間総合トップ3。優勝、鈴木健二（中央）。準優勝、上福浦明男（左）。3位、山本礼
人（右）。



　第2戦の舞台となったテージャスランチ
はJECやJNCCでも使われる中国地方き
ってのエンデューロコース。大きなモトクロ
スコースと、それを囲う山に作られた林間
コースを組み合わせた多彩なレイアウトが
特徴だ。雨が降ると凶悪なほどにグリップ
を失う路面や、ところどころに点在する沼
地がライダーの進路を塞ぐ。
　このG-NET戦はサバイバル in 広島（通
称：サバ広）という地元SP忠男広島が開催
している草レースのフォーマットに乗っかる
形で開催された。サバ広には独特のルール
があり、レース時間の200分が経過してか
ら30分の間にゴールゲートをくぐり、チェッ
カーを受けなければ、例え周回していても
リザルトが残らず失格となってしまう。
　また、スタート方式もこのレースの大きな
特徴。100台近いエントラントが横一列に
並び、一斉に1コーナーに殺到する。ホー
ルショットを取ったのは、地元から参加した
ゼッケン2熊本悠太だった。スタート後には
すぐモトクロスコースを逆走して山に入っ
ていく。熊本に続いたのは上福浦明男、栗

田武、鈴木健二、泉谷之則。
　中盤、変わらずトップを走る熊本を高橋、
上福浦、少し遅れて鈴木が追う展開。コー
スのいたる難所には少しだけ遠回りになる
エスケープが設定されており、G-NETクラ
ス以外の一般ライダーでも頑張れば周回で
きるように考えて作られている。しかし、ス
ピードが持ち味の熊本は果敢にアタックラ
インに挑戦。ミスもあったが、レース終盤ま
でトップを維持した。
　レース開始から2時間経過後、突如状況
は一変した。熊本が足を攣らせて休息を取
る間にトップを明け渡し、それとほぼ同時に
4位につけていた鈴木がスパートを開始し
たのだ。上福浦、熊本、高橋を一気にパス
し、トップに躍り出た。
　その特徴的なレースフォーマットのため、
30分以内に周回できないライダーは、チェ
ッカーが振られる前にゴールに達した場合、
ゴール前でチェッカー待ちをする。トップの
鈴木健二もチェッカーが振られるわずか3分
前に6周目を終えてゴール地点に達した。
数分後ろには高橋が迫っており、もし鈴木

がここでレースを終えた場合、チェッカーが
振られる前に高橋が7周目に入る可能性が
残されていた。鈴木はここでチームに自分
の周回タイムをヒアリング。ベストラップが
27分と聞き、それならと、勝利を確実なも
のにするため7周目に突入したのだった。
　しかし、高橋が6周目を戻ってきたのはチ
ェッカーが振られた後だった。続いて熊本、
藤田貴敏、上福浦がチェッカーを受け、勝
負の行方は鈴木の7周目次第となった。鈴
木が計測時間内に戻ってくれば鈴木、戻っ
てこなければ高橋の勝利となる。すでにゴ
ールしたライダーが見守る中、計測終了わ
ずか1分前になって、鈴木は戻ってきた。た
だ一人7周を周回し、第1戦に続き、第2戦
も優勝を手にした。なお、サバ広のルール
ではトップの周回数の70%を満たしていな
ければ完走扱いとならないため、鈴木が7
周したことで5周以上したわずか14名だけ
が完走という厳しいレースとなった。

「レース前半はほどよいペースで様

子を見ながら走っていて、ベストラ

インが見えてきてからペースをあ

げていきましたね。最後の一周は、

それまでのベストラップが27分と

聞いたので入ったのですが、後で

しっかり確認してみたら実は30分

切ってなかったんですよ。しかも、

最後のヤチで少しハマってしまっ

たので、タイム内に戻って来られた

のはかなりギリギリでした」

「最後まで、マシンをスピード寄り

の RR2T300にするか、難所寄りの

X-Trainer300にするか悩んでいて、

結局 X-Trainer300にしたんです

が、それが裏目に出てしまいまし

たね。どうしてもサスペンションが

柔らかいので、それをハイスピー

ドで乗るために体力をかなり消耗

してしまい、最後は両足が攣ってし

まって、回復するまで走れませんで

した」

鈴木健二 熊本悠太

約100台が横一列に並んで一斉にスタートする、サバ広こだわりのスタート方式。 ホールショットを決めた熊本悠太はレース終盤までトップを守りきる力走で魅せた。

高橋博はギリギリ7周目に入ることができず、2位でチェッカーを受けた。 ここではスタートダッシュに失敗し、8位と大きく順位を落としてしまった山本礼人。

残り時間的に次の周回に入れず、チェッカー待ちをするライダーの列も、サバ広名物。 6位入賞の中野誠也。第3戦を欠席してもなおランキング10位でシーズンを終えた。

 G-NET 2018 第2戦　  2018年6月24日 // 広島県テージャスランチ 

サバイバル in 広島



　第2戦から第3戦までには約3ヶ月の長い
サマーブレイクがあった。その間、もっとも
大きな経験をしたのが、おそらく山本礼人
だろう。仲間とともにトルコのハードエンデ
ューロ「SEA TO SKY」に参戦。ゴールド
メダルまであとわずかというところまで到達
し、シルバーメダルを手にした。帰国後わ
ずか数日でG-NET第3戦に参戦という強
行スケジュールとなったがまったく疲れを見
せず、むしろ生き生きとしてさえ見えた。
　Mt.モンキースクランブルはチーズナッ
ツパークの、普段は養生するために閉鎖し
ている山間コースを使用したハードエンデ
ューロ。3年ぶりの開催となった今大会で
は、その間に大きな進化を遂げたマシンや
タイヤ、そしてレベルアップしたライダーと、
それを迎えたコースの闘いとも言えた。レ
ースフォーマットも独特で、1分ごとに間隔
をあけ、3台ずつライダーがスタートする。
レース時間は3時間で6周をリミットとし、そ
れぞれのスタート時間からのタイムアタック
という形式だ。
　コースは「スーパー御柱」など、距離の
長い全開ヒルクライムを多く含み、中には

とても直登できず、蛇行しながら勢いを殺
さずに登るテクニックが求められるようなと
ころや、滑落してしまいそうなキャンバーの
下りなど、前半の2戦よりも走りごたえのあ
るものとなっていた。
　実はこの第3戦、ここまで2連勝の鈴木健
二が仕事の都合で不参戦。一列目でスター
トした高橋博は1周目、大きなミスもなく順
調に中盤までコマを進めたが、なんと集計
ポイントでミスコースを申告。セクションの
入口を見逃し、ショートカットして周回して
しまったという。
　これに対して運営側が高橋に下した裁定
は、ミスを申告した時点でのタイムをペナ
ルティとして加算し、一周目からやり直しと
いうもの。つまり高橋は17分のハンデを背
負ってレースを戦い、更に前走者がいない
1列目スタートのメリットを完全に失うことに
なった。
　高橋が脱落したレースをリードしたのはト
ルコ帰りの山本礼人だった。2周目で熊本
悠太をパスすると、周回遅れをうまく交わし
て順調に周回を重ねていった。今年からハ
スクバーナTE150にマシンをチェンジした

山本だが、レースを重ねるうち、その特性
をうまく活かす術を身につけてきていた。
　結果、レースは山本がそのまま逃げ切り、
優勝。2位には2013年度G-NETチャンピ
オンの藤田貴敏。3位には17分のハンデを
覆し、高橋が滑り込んだ。レースにもしもは
ないが、17分のペナルティがなければ高橋
は山本に3分ほどの差をつけて優勝してい
たタイムであった。これでランキングは1位
の高橋が60ポイント、それを追う山本が58
ポイントとわずか2ポイント差で最終戦を迎
えることになった。
　この3年間に、IRC VE-33s GEKKOTA
やSHINKOの540DC、さらにDUNLOP
のAT81EXなど、多くの高性能ガミータイ
ヤがリリースされ、コースの難易度設定は
かなり難しくなった。レースを主催したチー
ズナッツパークの小松氏は「もう少し難しく
してもよかった。ハードエンデューロはライ
ダーと主催者の戦い。今年は完全にうちの
負けですね。本当はまた山を養生したいの
ですが、悔しいのでまた来年もやります」と
コメント。

「僕の大好きな全開ヒルクライムが
たくさんあって、すごく楽しいコー
スでした。月曜日までトルコのSEA 
TO SKYというレースに出場してき
たのですが、そのレースは4日間や
るんですよ。それに比べれば3時間
6周なんて全然余裕で、そこで鍛え
られたメンタルが今回の勝因かも
しれませんね」

「これぞG-NETというコースで、とて
も楽しく走ることができました。3年
前にこのレースにでた時から大き
く進化したのがタイヤです。今回は
VE-33s GEKKOTA があったおかげ
で石も山もどっちも行けるようにな
りました。1周目にポカをやってしま
ったので優勝は逃してしまいました
が、ランキング1位にはなれたので、
最終戦できっちり勝ってチャンピオ
ンを決めたいと思います」

山本礼人 高橋博

ペナルティを課されながらも3位に入賞し、ランキング1位に浮上した高橋博。 今回最難との声も上がった名も無いヒルクライム。順番待ちも発生した。

セロー225でG-NETクラスを一周した「セローおじさん」こと石川英治。 独特のスタイルでレースを沸かす九州男塾塾長、藤田貴敏が2位入賞。

木村つかさはここで9位、最終戦で6位に入る活躍。2019シーズンはフル参戦を表明している。 シャンパンファイトでは、チャンピオン経験者である2人のベテランを抑えて優勝した若手に洗礼。

 G-NET 2018 第3戦　  2018年10月7日 // 福島県チーズナッツパーク

Mt.モンキースクランブル



　わずか2ポイント差で迎えた最終戦、ラン
キング1位の高橋博をかつてないほど追い
つめていたのは23歳（レース当時）の若手、
山本礼人だ。高橋の教え子でもある山本
は、SEA TO SKY参戦と、第3戦の優勝で
勢いに乗っていた。
　G-NET5連覇がかかった高橋はレース前
日に8時間におよぶ下見を実施。スタートで
もうまく飛び出して第一のセクション「竹や
ぶゾーン」、「4段ヒル」をトップでクリアし
ていった。しかし「1stヒル」で高橋は痛恨
のミス。さらに「なめこ沢」ではバイクの下
敷きになり、大きく順位を落としてしまった。
　序盤最大の難所「Beta Mountain」を一
番に登頂した山本は、2位以下を大きく引き
離し、トップを独走。2番手に熊本悠太、3
番手にトライアル IASの藤原慎也、そして
高橋博と続いた。
　この大会には藤原慎也の他、多くのゲス
トライダーが参戦した。というのも日野カン
トリーオフロードは東日本を代表する、広大
かつ多彩なバリエーションを誇るコースで
あり、今大会のために開拓された新セクシ
ョンも多数用意され「日本最難」ともウワサ
されていたからだ。もちろんハードエンデュ
ーロの歴史を振り返れば、ゲコワンやMGS

カップなど、今大会より難しいか、同等のレ
ースはあった。だが、今年のG-NET戦の
中ではもっとも高い難易度を誇り「これぞ
ハードエンデューロ！」というコースだった
のは、間違いない。
　レースは2時間が過ぎ、トップ陣は3周目
に突入していた。先頭を走るのは変わらず
山本礼人。藤原慎也と高橋博が争いなが
ら後を追う展開。3周目も終盤になったとこ
ろで藤原慎也が山本をパスしてトップに立
ったが、リアタイヤのパンクでレースを離脱。
　残るはチャンピオンを争う山本と高橋の
み。ゴールのチェッカーが振られるのは、パ
ドック前に作られた「Finish Hill」の上。多
くの観客やレースを終えたライダーが優勝
の瞬間を見ようと集まる中、先に「Finish 
Hill」に辿りついたのは山本だった。しかし
3時間のレースで疲労した身体で、何台も
のライダーがアタックして削れた路面を登
りきるのは容易いことではなかった。山本
が最初のアタックを失敗した時、高橋が下
に辿り着いた。高橋、山本、高橋、何度も
交代でアタックが続いた。
　先にこのヒルを登った方がチャンピオン。
漫画のようなドラマティックな展開に、観客
のテンションは最高潮を迎え、二人を激励

する声がいくつも響いた。何度目のアタッ
クだっただろうか、ヒルの中腹でスタックし
た山本のマシンを、レースを終えたライダ
ー仲間が引き上げにかかった。G-NETの
ルールでは「観客によるヘルプは禁止だが、
ライダー同士の助け合いは有効」となって
いるため、現場を担当するマーシャルはル
ール違反とは判断せず、静観と決めた。
　山本が仲間の協力を得てバイクを押し上
げてチェッカーを受け、新チャンピオン誕生
かと思われた直後、ヘルプを断って自力で
バイクを押し上げた高橋がゴールし、勝者
がどちらなのかわからない状況のまま、二
人はお互いの健闘を称え、握手を交わした。
　果たして軍配は高橋にあがった。という
のもルールには「順位に著しく影響を与え
るようなヘルプは禁止」とあり、主催の栗
田氏は「当時はすでにレース開始から3時
間が経過しており、レースを終えたライダ
ーは観客とみなします。現場での判断が曖
昧になってしまったことは私の監督不行き
届きのところがありまして、ご迷惑おかけし
ました」と山本に頭を下げた。こうして高橋
は今シーズン初優勝と、前人未到の
G-NET5連覇の称号を獲得したのだった。

「序盤のミスが響いたこともありま

すが、ここまで追い詰められる展開

は初めてで、いよいよ若手がやっ

てきたことを感じています。山本選

手は僕の一番弟子でしたし、今は

泉谷選手や関東の若手チームな

どにも逸材が多くいます。今後はよ

り本格的に後進を育てる方に力を

入れていきたいと思っています」

「チャンピオンを獲れなかった

のは悔しいですが、来シーズン

に向けてしっかりと手ごたえを

感じることができました。今年か

ら乗り換えた TE150がすごく良

くて、車体のサイズやパワーが

僕にとても合っていて、どこでも

全開で突っ込んでいけますし、セ

ルも付いています。2019年は絶

対チャンピオンを獲ります」

高橋博 山本礼人

海外からの参戦ライダー、左から田紅旗（中国）、林利庭（台湾）、杜中豪（台湾）。 トライアル IASの藤原慎也はKTMのFREERIDE350で参戦し、終盤まで優勝争いを演じた。パン
クで離脱したものの3位入賞。

ハードエンデューロシリーズCROSS MISSIONを手がける石戸谷蓮もゲストで参戦した。 ここを登らないとゴールにならないFinish Hill、綺麗に直登できたのは熊本悠太ただ一人だったとい
うのは現場担当のマーシャル談。

序盤「Beta Mountain」の前に体力を奪う難所「なめこ沢」。幅が狭く、長いこと渋滞が発生していた。 こちらが「Beta Mountain」中段からのフカフカの土質と根っこが難しく、2周目にはトップライダー
でも苦戦する姿が見られた。

 G-NET 2018 第4戦　  2018年11月18日 // 群馬県日野カントリーオフロード

HINO HARD ENDURO



第 1戦  3月   3日 奈良トライアルマウンテン (奈良 )
第 2戦  5月 26日 Mt.MonkeyScramble (福島 )
第 3戦  6月 30日 サバイバル in広島 (広島 )
第 4戦  8月 10・11日 HIDAKA ROCKS Extreme Enduro (北海道 )
第 5戦・第 6戦 11月 23・24日 HINO HARD ENDURO 2DAYS (群馬 )

第 1戦 第 2戦 第 3戦 第 4戦 総合ポイント

1 高橋博 18 22 20 25 85
2 山本礼人 20 13 25 22 80
3 藤田貴敏 9 18 22 14 63
4 熊本悠太 6 20 18 18 62
5 鈴木健二 25 25 50
6 泉谷之則 12 11 13 12 48
7 上福浦明男 22 16 6 3 47
8 永原達也 7 14 15 8 44
9 佐々木文豊 15 7 10 10 42
10 中野誠也 10 15 16 41
11 大西実 8 10 11 9 38
12 原信也 9 14 11 34
13 和泉拓 16 13 29
14 木村つかさ 12 15 27
15 小川知記 12 9 21
16 藤原慎也 20 20
17 大宮康司 13 7 20
18 栗田武 11 8 19
19 近藤有介 16 16
20 浦野誠二 14 14
21 坂井裕輔 8 8
22 木村聡 7 7
23 大塚裕亮 2 5 7
24 松原真也 6 6
25 西川輝彦 3 2 5
26 岡庭大輔 5 5
27 中垣 哲夫 5 5
28 金子岳 4 4
29 石井貴之 4 4
30 石戸谷蓮 4 4
31 岸和也 3 3
32 督実 2 2
33 菊池直 1 1
34 在原勉 1 1

G-NET2018 年間ランキング

G-NET ALL JAPAN HARD ENDURO CHAMPIONSHIP

第 1戦 3月 17日 日野カントリーオフロード（群馬） ハードエンデューロ
第 2戦 4月 7日 オフロードパーク SHIRAI（茨城） ヒルクライム採点方式
第 3戦 6月 2日 クロスパーク勝沼（山梨） スプリント予選方式ハードクロスカントリー
第 4戦 9月 29日 チーズナッツパーク（福島） 予選方式ハードエンデューロ

SUPER ENDURO EAST AREA CHAMPIONSHIP

Enduro Planning 2019レーススケジュール

　 2019年の G-NET 戦にも含まれる
HIDAKA ROCKSとはどのようなレースな
のだろうか。JEC日高2DAYSエンデュー
ロなどを主催する日高モーターサイクリスト
クラブが、エルズベルグロデオのようなレ
ースを日高町で、と開催にこぎつけた。土
曜日に予選としてアイアンロードと呼ばれ
るフラットダートを使ったタイムアタックと、
ゲレンデに丸太などのエクストリームセクシ
ョンを設置した夜間テストが行われた。
　決勝レースは日曜、エルズベルグロデオ
を模したと言う通り、ジュナイトと呼ばれる
ガレた河川敷や、鉱山を使ったガレた登り
など、「完走者は5名以下だろう」と主催側
が想定するほどハードなロックセクションが
続くコースが用意された。スタートもエルズ
ベルグロデオを模しており、予選のタイム
順に1列12台ずつ、1分おきにスタートを切
った。予選を1位通過したG-NET2016ラ
ンキング2位の和泉拓を、北海道のトライア
ル・エンデューロライダー佐伯竜が追う展開
となった。

　佐伯は途中でラジエーターホースにトラ
ブルを抱え、修理に時間をロスしてしまう。
一方、和泉はコースの途中で工具を取り出
してセッティングを変更する余裕も見せ、最
後のヒルクライムも、用意された斜めのラ
インを使わずに直登で一発クリア。36分45
秒という好タイムで優勝を決めた。5分ほ
ど遅れて2位に佐伯竜が入った。
　終わってみれば、完走者はプロクラス、

ホビークラス、ウィメンズクラス合わせて29
名。エントリーの約半数がフィニッシャーと
なり、主催者の予想をライダーのレベルが
上回った結果に。2019年の大会は昨年に
引き続き、山本礼人がコースレイアウター
に任命されており、昨年よりも難易度をあ
げ、ますますエキサイティングなものになる
と期待されている。

「コースもスタッフも素晴らしいのですが、レー

スの前後を含めてロケーションが最高なので、

ハードエンデューロなんだけど、リゾートなんで

す。そこが一番素晴らしいですね。去年が初開

催だから仕方ないですが、僕にはコースのボリ

ュームが少し物足りなかったので、今年はでき

れば2クラスくらいにしてライダーのレベル別に

コースを作ってもらえたら嬉しいですね。あと

は予選が本当に楽しいので、予選だけ参加の

クラスとかもあってもいいと思います」

和泉拓

 2018年10月20-21日 // 北海道日高町

HIDAKA ROCKS
PHOTO：M.Inagaki 稲垣正倫
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