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● 総合結果について

おかげさまで、06WONET(ウ ォネット)の全7戦が無事終了し、ここに最終ランキン
グが決定しました。05年度は波乱の少ない「ベタ波のWONET」 だったのですが、
06シリーズは優勝争いから3位争い、果ては黒ゼッケン争奪戦までが最終戦にまで

縫れ込んだ波乱のシリーズ戦となりました。それでは WONETランカーの活躍ぶりを
踏まえ、06WO N ETシ リーズを振り返ってゆきたいと思います。

06シリーズを語る上で、まず紹介しなければならないのはこの人でしょう、「山チェ

リー」田中D介選手。06シリーズでは台風の目ならぬ「ハリケーン」となり、最後の最
後までレースを掻き混ぜてくれました。当初「しぶちょ～の弟子」というキワモノでデビ
ユーして以来メキメキと頭角を現し、05年は固定ゼッケン入りできなかったものの、壮
絶を極めた06第2戦「W―EDin遊パーク」でいきなりの優勝。その後も「サバ広」「勝
光山」のセクション系レースを2つも制し、強烈なスピードと走破力を見せつけ、「最も
総合優勝に近い男」とされていました。

こんな絶好調 D介の前に立ちはだかったのは、WONETゼッケン可番を背負う悪

夢の男、「塾長」藤田選手。第2戦は痛恨のリタイヤ、第4戦もマシントラブルと、当初
は総合優勝戦線から外れていたのですが、後半には底知れぬ生命力を発揮。第5戦でD介を同率1位に追い詰めると、最終戦でとうとうポイントをひつくり
返してしまったのです。この並々ならぬ負けん気は一体なんなのでしょうか。という訳で、06シリーズ総合優勝は今年もこの人、藤田貴敏選手が奪取しま
した。当の本人も、06MFJ全 日本エンデューロが不本意な成績で終えただけに、今回はとても御満悦な様子でした。
そしてD介選手、最終戦での踏ん張り次第で王座へ君臨するはずだったのですが、塾長の強烈なプレッシャーに耐えきれず、総合2位という結果になり

ました。それでも赤ゼッケンでこの成績はまさに快挙、総合優勝は黒ゼッケン以外でも狙えることを証明してくれたのでした。
総合3位は「タイチェン」柳原博―選手。練習量、レース出場数も人―倍、現在最も「乗れてる」男です、皆さんも見習うべし。総合4位は「キング」西原博

之選手。第6戦でとうとうマシンが逝つてしまつたものの、この順位にちゃっかり収まつているのはさすがKING!総合5位は「TOP雁」河津浩二選手。キック
しすぎて肉離れを起こすとは、右足の鍛え方が足りないようです。総合6位は「NR王子」原田健司選手。06年はISDE出 場準備と怪我の為、第5戦以降を
欠場していました。MFJで の活躍、期待しています。総合7位は「ナリレイ」松田成礼選手。前半は調子を伸ばしていたのですが、マシントラブルで途中3戦

をリタイヤに終わり、本当に呪われた一年でした。実力ある選手だけに、身を清めて運気を呼び戻して下さい。総合8位は「青鬼」渋野悟選手。熾烈な黒ゼッ
ケン争奪戦を制した男ですから、07シリーズはさらに上位を狙います。総合9位は「マーキュリー」熊谷幸治選手。参戦マシンの完璧な仕上がりだけでなく、
最終戦で黒ゼッケンを奪取した実力も本物でした。

_」ヽ

以上9位までが、07WONETラ ンカー「腹黒固定ゼッケン」となりました。この他にも、10位早川剛功選手、11位重村孝司選手等は最後までポイント争
いに参加、終始固定ゼッケンを脅やかし続けた選手でした。是非今年も固定ゼッケンを蹴散らし、気合いを入れてやつて下さい。

レディス(L)クラスは15名 の参加でしたが、その内容は決して優しいものではありませんでした。第2戦では6名 全員がリタイヤ。第4戦「サバ広」も女性
選手が担架で運ばれる等、ランキング争いというより、まさに生き残りを賭けた展開でありました。そんな中で今期絶好調「うさピー」茂島幸恵選手が、昨
年優勝の塚本恵弥を抑え、シリーズ戦優勝を飾りました。今年も、男性ライダーをも凌ぐ「オンナの戦い」、期待しています。
詳しい総合ランキングの内容については下記ウエブサイト1112∠墨3聖yttCLb」塾2墜」lQ」⊇生ェ塑≦基

`を

御覧下さい。
WONETは各メーカーの協賛により、豪華賞品の贈呈を行つています。商品は上位入賞者だけでなく、年間を通じWONET戦に参加した選手へ渡すことと

しています。もちろんこれを読んでいるあなたにもチャンスはあります。全戦は無理でも、まずは一戦だけでも…。誰しも始まりがあります、自分の可能性
を見極めるため、あなたの始めの一歩、お待ちしています。
●国内のシリーズ戦とWONET(ウ ォネット)

今期は日本国内で、MFJ主催の「全日本エンデューロクラス」を始め、「SERIES」 、「CROSS-1」 、「SSER」 等、様々なシリーズ戦が開催されました。
エンデューロがこれだけ人気を博している現状は、本当に喜ばしい限りです。このように複数のシリーズ戦が介在する中で、WONETの 存在とは一体何な
のか、今年は特にそのことを考えさせられる一年でもありました。

御承知のとおり、「WONET」 とは西日本で開催されている既存のレースを、ネットワークすることでシリーズ戦としています。ですから、独自でイベントを
管理することは無く、レースごとにそれぞれ主催者が管理しており、レギュレーションもそれぞれで全く異なっています。このような様々な形態のレースが同
一シリーズ内に存在できるのは、この「WONET方 式」ならでは、なのです。そしてこのことは、参加者の増加、選手間のコミュニケーションの拡大等ヘ

も影響しており、一応の成果が得られてきました。

現在、西日本という土壌にようやく根付いたWONETですが、一方で従来からの「ゲロ系」のイメージが根強く、初心者が参加するには少し敷居が高
いことも事実です。しかし実際は「よさりの」「W―ED」 等のハイスピード系レースの参戦により、よリオールラウンドに、より完走率が高くなつているので
す。参加しやすいことをより定着させ、走破力勝負の風評を打ち消すことが、今後の課題となつています。

さらに九州では、05年より「MFJ全 日本エンデューロ」が開催され始めました。しかし、不慣
れなオンタイム方式、MFJラ イセンス登録の必要性からか、WONET戦 に比べて参加台数が伸
び悩んでいます。確かに、WONETと 「全日本」は全く異なる存在ではあります。しかし、そう
いった個々のシリーズ戦だけで考えるのではなく、本来の「同じ日本のエンデューロ」という視点

に立ち返り、この西日本でより盛り上げていく必要があるのではないでしょうか。世界に誇りたい

日本のエンデューロだからこそ、せっかく西日本に生まれた「全日本」という大きなイベントを、

今後も成功させて行きたいものです。

以上のように、今後もWONETは 、初めてレースに出場する方から、果てやISDE、 海外ラリー

を目指す方までの全てを応援する為、「全国区ではない、西日本ライダーのある意味で一つの目

標」として、今後も活動を続けてゆきます。

本誌を御覧になられた方々も、WONETの活動について御賛同頂ければ幸いです。

WONET事 務 局

畷 饉
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阿蘇オープンエンデューロ
日付 平成18年可月8日  ・場所 熊本県山都町 特設コース ・主催 AOE実行委員会

□上位10名●氷点下でのSTORY
正月そうそう、零下の原野に集う変態レースが今年もやってきまし

た。銀世界での我慢大会、「阿蘇オープンエンデューロ」。あえてこの

極寒期に開催することにこだわり、今年で早くも¬2回 目の開催となり

ます。しかも、今年の大寒波は数十年ぶりとのことでコースレイアウト

はとても気になります。一周20キロ以上あるロングコースには、どん

な罠が仕掛けてあるのか心配で夜も眠れません。しかし今年の主催

者は何故か優しかつた、問題の「川」は例年よりかなりカットされてい

ました。川の水は依然として南極並みの冷たさでしたが、浅瀬が多く

安心して走行できました。去年のように、バイクごと寒中水泳する選手

が見られないのは残念でしたが。

そして、川に続く次ページは、絵本に出てきそうな白銀の林道。積

雪量も少なく全然走りやすそうじやない、って物事を見た目で判断する

人は痛い目に遭いますよ。その雪の下にはアイスバーンが地雷のよ

うに点在し、油断するともの凄い足払いをくらう曲者具合は、やはり今

年も健在でした。選手の皆さんはハンドルを持つ手を振るわせながら

低速カウンターを駆使し、どうにかマシンを進ませていましたが、低速

なものですから林道がやたらと長い !それでも極寒の中黙々と走り続

けると、次に現れたのは阿蘇の広大な原野でした。ここは雪だろうと、

霜柱だろうとフルグリップ、ようやく速度を乗せて走ることができました

が、油断してるとギャップにハンドルを取られてしまいます。

このように、今年のコースに「難所」は現れなかったものの、油断タ

イテキの緊張状態が続くコースがうまく仕上がっていました。さらにレー

ス後半になるとコースの様相は一変し、コース上の雪が次第に溶け

始めて、雪の代わりに黒土のマディがコースを覆い始めたのです。予

想もしなかつた「泥」の出現に、選手は動揺を隠せません。阿蘇の黒

マディの滑り具合はバナナの皮以上ですから、アイスバーンで転倒、

さらにマディで転倒と、コースの至る所で悲しい物語が続出したのでし

た。転倒すれば、容赦なく確実に体力をもぎ取られ、それがさらに次

の転倒に繋がつてしまう。このように今年もWONET初 戦にふさわしい、

歯を食いしばりながらの耐寒レースが繰り広げられたのでした。

□参加人数 58名

●悲劇のアメリカン

レース序盤から塾長藤日、NR王子原日、キング西原の先頭グルー

プが後続を大きく引き離し、その後も順位の大きな変動はなくレース

は進行してゆきました。しかし、突然WONET随 ―の安定感を誇る

#9キング西原のマシンに、痛恨のトラブルが。なんとリヤサスのシャ

フトが外れて低車高リジット状態となってしまい、その姿はまさにアメリ

カン !これでは走れる筈もなく、3位での最終周回を目前にしたまま、

チェッカー待ちコーナーヘと向かう羽目になつたのでした。

結局トップの#1塾長藤田は、マシントラブルも一切無く、安定した

余裕の走りで逃げ切り、初戦優勝を見事に飾ったのでした。2位は、

今や定位置となつてしまつた#2NR王子原田。3位、たなばた入賞#
3TOP雁河津。4位は、やっぱり雪道も「全壊」だつたのでしょうか、

#8松田ナリレイ選手。5位はマシントラブルの上ルールを間違えて更

に順位を落とした、悲劇の#9キング西原選手。6位は、グリップ走行

で安定感抜群の#6トミタ☆コージ選手。7位は猪突猛進のミスコース

に泣いた#7タイチェン柳原選手。8位は塾長指定強化選手の#11
日中D介選手。9位 は道楽者には見えませんがつ#14新地選手。

¬0位は雪上特訓が効いた#10マーキュリー熊谷選手。以上の結果

となりました。

1 藤田 貴敏
2 原田 健司
3 河津 浩二

4 松田 成礼
5 西原 博之
6 トミタコージ

7 柳原 博―

8 田中 大介
9 新地 修―

10 熊谷 幸治

ヤマハ WR250z
HUSQ TE250
ヤマハ YZ250F
レアル YZ250ED
KTM250EXC
KTヽ1250EXC
フサベル FE450E

KTM250EXC
KTM250EX(:
KTM250EXC改

VヽONET SERIES ROUND-1
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WONET SERIES ROUND-2 W~ED in遊 パ ー ク

日付 平成18年 3月 12日  ・場所 大分県耶馬渓町 遊パーク ・主催 W― 巨D実行委員会

●絶好のコンディション!?

「西日本にもオンタイムレースを」という呼びかけで始まった「W―
ED」 。昨年 1¬ 月に初めて開催されたのですが、「オンタイムの浸透」

は予想以上の反響を呼び、その結果06 WONET戦へ急遠2戦が組み

込まれることとなりました。4時間中歯ぎしりと鼻水で走り続けるレー

スから、オンタイム時間内で SSの速さを競うスマートなレースヘ。WO
NETの 競技性の移行も又、一つの時代の流れなのかもしれません。

しかしWONETの原点「ゲロスピリッツ」を思い知らさせる、それは

それは恐ろしい状況となりました。前夜から大雨となった今回のW― E

D、 その結果は御期待どおりの出場67台 中、完走がなんと可3台 !

「雨の美和」なら納得もできますが、オンタイムレースでこの完走率と

は、やはWONET恐るべし。どこかの行列のできる法律番組なら、絶

対「訴えてやる～ !」 という声が聞こえることでしょう。

●壮絶「激下り」

誰の雨乞いが効いたのか、前夜から降り続く雨のために、昨年同

様の設定であつたコースも大幅カットで開催となりました。しかし、急

降下する暗黒のスケートリンク「激下り」だけは、カット無し完全版で

の使用となりました。黒ゼッケンを筆頭に、各選手とも背中を丸めた

悲しい姿でバイクを押さえ、必死の形相で下り始めます。しかし立ち

処に転倒、誰一人として無事に下りきることはできません。中には倒

れたバイクの下で、足を背中に回した姿勢でモガき滑る選手も目撃し

ましたが、自分が精―杯なので迂闊に手助けもできません。この悪条

件の中、さらに「激沢」等数箇所がコースカットとなつたのですが、
「激下り」だけは最後の最後までカットされませんでした。その結果、
WONETクラスは4周全て降りなければならなくなり、下りの生き地獄を

じつくりと堪能したのでした。

●壮絶なレース結果

WONET史に残る壮絶なレースとなった今回の優勝は、なんと#11
田中D介 I SSタイム合計も、この状況下で他選手を大きく引き離して

おり、文句無しの完全優勝。2位は抜群の安定感でラップタイムを次々

に弾き出すも、今一歩及ばなかった#2「 NR王子」原田。3位は借り

物バイクでもこの強さ、本当に参りました#4「パリダカ」池町佳生

選手。4位は哀車の始動不良に泣きました、もっと右足を鍛えてきま

す#3「 TOP雁」河津。5位は最終周でのペナルティが悔やまれます

#9「キング」西原。6位トレール巨D王者も苦しみました#34「青鬼」

渋野。7位 SS3の異常なラップタイムでこの順位は勿体ない#8「ナ

リレイ」松田。8位塾長の怨念が断ち切れません#7「タイチェン」柳

原。9位とうとう1桁順位に入つてきました#50水上タイスケ。¬0位マ

ディにはめつぱう強い#18「ボディクラ」早川。11位経験を積んだ

孤高の走り#18重村選手。12位着実に入賞圏内に近づいていま

す#10「マーキュリー」熊谷。以上の結果となりました。

又、チャレンジクラス完走者は唯一、#106「ふみねこ」宮田さん

だけでした。以上13名 が今回の完走者であり、この結果からも今レー

スの厳しささを測り知ることができると思います。

今回注目を集めていたのは、遠く静岡や大阪からのエントリー等、
レディース6選手による「WONETオ ンナの戦い」でした。しかし、結局

誰一人として完走できない悲惨な結果となつたのでした。

□総合順位

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

田中 大介

原田 健司

池町 佳生

河津 浩二

西原 博之

渋野  悟

松田 成礼

柳原 博―

水上 泰祐

早川 剛功

重村 孝司

熊谷 幸治

ミヤタケンイチ

KTM250EXC
HUSQ TE250
KTM125EXC
ヤマハ YZ250F
KT:M250EXC
ヤマハ WR250F
レアル YZ250ED
フサベル FE450E
KTヽ4250SX
スズキ RMX250
KTN1250EXC
KTM250EXC改
レアル CRF250X

□参加人数

□完走者

□完走率

67名
13名

19,4%



WONET SERIES ROUND-3 グリーンバレーED
日付 平成18年 4月 23日  ・場所 阿蘇観光牧場特設コース ・主催 ファクトリー

●惨劇のトンネル

今回の舞台は、九州エンデューロ界の聖地「阿蘇観光牧場」。新

緑の阿蘇外輪山から望む壮大なロケーション、延々と伸びるファイヤ

ベルトラインを疾走するという爽やかイメージとは裏腹に、今回使用

するコースは未使用箇所も多く、しかもハイスピードかつテクニカルな

コースが一周約可7キロも続くとのこと。久々のフルオープンなエンデュー

ロコースですから、期待に胸を膨らませてスタートしますと、思つた以

上にスリッピーな黒土の土壌で転倒者が続出。さらに不慣れなコース

でミスコースが相次ぎ、先頭が次々と入れ替わる等、レースは序盤か

ら混戦模様となってゆきました。

そんな中、コースの中盤には阿蘇の観光道路「ミルクロード」の下

を通過する、小さなトンネルが現れました。最初は難なく通過できた

のですが、ここが後に惨劇の舞台となってしまったのです。トップグルー

プが2周 目ここに到着したとき、既に手の付けられないほどの渋滞が

発生していました。百台ほどのマシンが小さなトンネルに群れを成し、

トンネル内からは凄まじいエンジン音が響き渡っていました。トンネル

内はマシン2台分程の広さしかなく、その中をアクセル全開でマシンを

押せば、横殴りに泥が飛び交い排気ガスが充満し、その様はまさに

落盤事故が発生した炭坑さながらの騒ぎでした。トンネルからどうに

か這い出しても、その出口には地割れのような轍が口を開けており、
ヘルプ無しでは到底脱出できません。さすがにこれ以上のレース続

行は不可能と、主催者判断によリレッドフラツグ (レース中断)が振ら

れる事態となりました。すぐさまユンボを投入、地割れ除去に取りか

かつたのですが、全車通過させるには更に多大な時間と労力を要し

たのでした。

●霧の第2ヒート

レース中断という異例の事態となりましたが、どうにか勝敗を着け

ないと混乱は収まりません。そこで主催者が出した妙案は、驚きの

「第2ヒート」発表でした。

鼻息荒く集まつた2度 目のスタートは、なんと全車一斉スタート。そ

の勢いは、まさにバッファローの群れが押し寄せるようで圧巻でした

が、走っている選手はたまつたモノではありません。ハンドルが触れ

合う団子状態で転倒に怯えながらようやく防火帯に辿り着くと、次に

待ちかまえていたのはほとんど見通しが効かない真つ白な「霧」でし

た。突然の霧の発生に選手の頭の中も真っ白になり、転倒者が続出。

それでも手探り走行で走り続けますと、なんと第2ヒートロも大渋滞が

発生しているではありませんか。

阿蘇の黒土はかなり掘れやすく、スタッフが泥だらけでヘルプに回つ

ていますが、とても追いつきません。次々に現れる出来事で、第2ヒー

トはまさに「不幸のサフアリパーク」。1時間限定のレースにもかかわ

らず混戦となり、順位も入れ替わり続けたのでした◇

前例の無い事態に順位の選定も困難を極めましたが、結局第1ヒー

トでレッドフラッグが振られるまでの周回数に、第2ヒートの成績を加

算して成績を決めることとなり、表彰が行われました。

その注目の総合結果ですが、優勝はやはりこの人でした、#¬ 藤

田。混乱を極めたレースにはめっぱう強く、第1、 第2ヒート共にぶっち

ぎりの成績でした。2位は、霧の中でも「全壊」なのは、間違いなく頭

のネジゆるんでます#8松田ナリレイ。3位、今回も腹黒さで這い上が

りました、#3河津。4位、今回は終始優勝が狙える位置だつたので

すが#7柳原。5位、塾長と絡んでいたのに不本意な成績#原田。6

位、やってしまいました大幅なミスコース#9西原。7位、混乱した時

には必ず上位に食い込みます#13早川。8位、実力をメキメキとつけ

てきた#1¬ 田中。9位、新車ハスクが効いています#可 2河内。可0

位、一年ぶりなのにさすがこの成績#52平。という結果でした。

□上位 10名

1 藤田

2 松田

4 柳原

5 原田

6 西原

7 早川

8 田中

9 河内

10 平

貴敏

成礼

博一

健司

博之

剛功

大介

玲

則夫

VVR250F

YZ250ED
FE450c
H・USQ TE250
1【1'M250

RNIX250
KT:M250

11USQ TE250
KT卜4200EXC

TEAMプレスト

レアルエキップ

林道職人WithダートバイクZIM

スピードモータガレージ

夕カキレーシング&林道職人

KTM広 島5D+山チェリー

□参加人数 195名
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Ⅳ`ONET SERIES ROUND-4 サバイバル in広島
・日付 平成18年 5月 28日  ・場所 広島県テージヤスランチ ・主催 SP忠男広島

●ゲ回の定番「サバ広」

毎年新たな優勝者、新たな英雄を生み、そして毎年に必ず誰かが担

架のお世話になる「担架でGOl」 伝説と言えば、もちろんこのレース。

今年は梅雨以上の雨が一週間降り続いた挙げ旬、前日は深夜にまで

及ぶ徹底した降雨により、今回も期待どおりの超マディコースヘと成長
を遂げたのでした。「生還」か、あるいは「泥没」か。様々な思惑が交差

する中、自分の運命をかけて、今年も「サバ広」がスタートしました。

テージヤスランチ恒例の風景、横―列から全車一斉スタート。この壮

大なロケーションで、今年もレースは幕を開けました (腹黒ゼッケンのみ、
スタートを待たされます)。 この時ドライコンディションであれば、地雷が

爆発したかのような砂煙が撒き上がるのですが、今回のマディな路面で

はもちろん泥が撒き上がりますから、後続ライダーはいきなりの泥人形

状態。ゴーグルなんて全く使い物になりません。そして、スタート直後に
180° ターン、そのすぐ先には巨大キヤンバーターンというコースに転
倒者が続出。この2箇所でレースは早くも混戦状態、選手の心中も雲行
きが怪しくなってきました。その後は予感的中、広大なコースの至る所で
バイクを押す、抱える、起こす作業が繰り広げられたのでした。このよう
に、スタート直後から満遍なく「サバ広」を堪能することができ、主催者
もにんまりと御満悦な様子でした。

そして、今回最大の難所、ピット下の笹藪コースですが、まさにこの

状態こそ「生きた地獄絵図」。蒸気を上げて後輪を空転させ、満身のカ
でバイクを押し上げる選手達とスタッフの面々。その後方には、数本の

深い轍の上で、身体から湯気を出しながら順番を待つ、50台ほどのラ

イダーが見られました。ちょうど谷となった場所だけに、迂回路、コース

カットは誰が見ても不可能、ここを登るしか打つ手がありません。その後

頂上付近が一部カットとなつたものの、そこに至るまでの深い轍だけは

最後まで威圧的に存在し、通過する選手を苦しめ続けました。
又、時間の経過に合わせて、徐々に難所が増え始めていました。さら

に、気温の上昇と共に湿度も上昇、悪条件が綺麗に揃ったコンディショ
ンの中、レースは進行し続けたのでした。
●そして新たな伝説が…

このように、戦場さながらの形相となつてきた今レース、規定の完走

扱いとなつた選手はなんと22名 のみ。つまり、100台近くのライダーが

リタイヤとなる、その名のとおリサバイバルな結果となりました。

そして今回の変態的な優勝選手は、#11日 中「D介」選手、でした。
スタートの混乱からトップで飛び出したまま、数々の難所、渋滞を交わ

しての華麗なレースさばきで、見事トップを死守しました。しかも、今季
WONET戦では2度 目の優勝となり、来期「ゼッケン1番」最有力候補と

なつてきました。2位は、ISDE出 場メンバー#119博田巌選手。後半は

かなリペースアップしましたが、前半にかなり苦戦を強いられたことが影

響し、今回はD介に逃げ切られました。3位には#35「バィヵ―ズベア」
代表、熊本選手。そして4位には、#96「チームシゲムラ」代表、重村

選手と、熟練ライダーの上位入賞となりました。渋滞、マディの豊かな経

験は、まだまだ若い選手を寄せ付けません。5位は、降つても晴れても
上位常連の#27「青鬼」渋野選手。6位は#9「キング」西原選手、失

敗しても結局上位の成績なのところが、やはリキング。7位は#7「タィ

チェン」柳原選手、「アルバトロス」でマディの強さを見せつけたものの、

今回はやつてしまいました「大スタック」。そして、とうとうこの2人が一桁

順位に入つてきました、8位 #1可 0「サイゴッチ」齋江選手と9位 #14
「見習いダー」村本選手。早く腹黒さを身に付け頑張つて下さい。10位

はSSER横綱#可 6池田秀二選手、という結果となりました。

そして最後に、#99「かおりつぺ」井原かおり選手を御紹介しましょ

う。持ち前の淡々とした粘りの走りで、レディス上位を維持していました

が、レース後半は湿度の上昇でかなりの体力を消耗し、とうとう「行き倒

れ」てしまいました。幸いスタッフにより発見、回収されましたが、このこ

とにより新たに名誉ある「担架でGO伝説」の襲名となったのでした。

□上位10名

口
山
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岡
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岡

福
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孝

悟

博
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知

裕

秀

中

田
本

村

野

原

原

江

本

田

田
博

熊

重

渋

西
柳

斎

村

池

大介 山口

巌  高知

順治 広島

KTM250  KTM広 島5D+山 チエリー

G.G.EC250 TeamGASGAS&Mfactory
KTM200SXバイカーズベァ

KTM250EXCチ ームシゲムラ

YZ250   チームフィールド

KTM250  '林道倶楽部withFactory― PIRELLI

FE450c  林道職人withダ ートバイクZIM

KTM200EXC K☆ G☆ B+AZバ イカーズ

CG.EC300 ぷくぶく団withダ ートバイクZIM

CR250    .マッハ

□参加人数 121名 □完走者 22名 □完走率 181%



WONET SERIES ROUND-5 よさりのラリー

日付 平成18年 8月 5～ 6日  ・場所 熊本県五木村 ・主催 九州トレールクラブ

●「よさりの」人気の秘密

という訳で、今年もこの「真剣勝負の肝試しレース」がやつてきました。

「よさりの」の良いところは、地元のバツクアツプが充実しているところで

しょうか。地元森林組合の協力で、荒れた林道に重機を入れ整備を行う

ので、コースは安心して走行できます。又、レース後の大きなおにぎりと

シシ鍋はまさに絶品 !今回は地元温泉券が無料配布されたりと、夏休

みの思い出作りにピッタリのレースと言えるでしよう。

人気の理由はレースの特殊性、「夜」開催であることです。ヘツドライ

トは、言わずと知れた「HID」 装着か当たり前となり、長時間走行する為、

耐久性から電力消費まで計算してチューンしなければなりません。WON

ET戦でこれほど手間暇と銭のかかるレースは無いでしよう。

その他に、「林道一気走りで早い者勝ち」という判りやすいルールや、

「ノーマルバルブ」「低馬力」等の多様なクラス分けが、人気の理由であ

ると言えます。2dttsの レースながら、今回出場者96名 という数字から

も、「よさりの」の盛況ぶりが伺えます。

エントラントの内容も幅広く、女性ライダーは7名 、最高齢は#96中 越

選手の57歳、最遠エントリーは#70渡邊選手の宮城県、でした。マ

シンも#69馬場選手の BMw1000GS、 #29黒 田選手のアフリカツインとい

うビックマシンから、#21小 松選手の「12イ ンチホイール」KSR Iまで、

「よさりの」人気に花を添えていました。

●森田選手、7連覇

今年の「よさりの」は、超ドライコースが本選前にホコリを完全に押さえ

込む「通り雨」の味付けで、史上完璧なコンディションでの開催となりま

した。

うっすらと夜の影が忍び寄る午後6時40分 、とうとう100キロ以上の林

道を一気に疾走する「よさりの本戦」がスタートしました。と言っても、一

周目は脳内サプリ「オンタイム走行」ですから、予想に反して静かにス

タートします。そして2周 目に入ると、オンタイムの呪縛から解き放たれ

た各選手は、練習でも出したことのない速度で、真つ暗な林道を攻め続

けます。

本選のスタート順は、日中開催された予選の順位で決まるのですが、

スタートー番はやはり大本命の#90「 M,sTopGun」 森田選手。その直後

を#1「塾長」藤田選手が追従、連覇阻上を狙います。が、ここは計算深

い森田選手、2周 目いきなりの勝負に出ます。練習でも見たことがない

森田選手の「本気走り」に、さすがの「塾長」藤田も追従を振り切られ、

とうとう今年も森田選手「優勝への独走」が始まってしまつたのでした。

日本で数ある「林道レース」の中でも、「よさりの」の崖の高さは群を

抜いているそうです。上位陣はそれを知っているのか知らないのか、小

さなバンクの向こう側が断崖絶壁であろうとも、コーナーを曲がるためな

ら迷わず当ててゆきます。転落までの距離が、ほんの数センチだろうと…

まさに「星空の下のディスタンス」でタイムを切りつめ、攻め続けるので

す。そんな命を削る走りを続けても、乱れることなく順当に周回を重ね、

とうとう今年もこの選手がチェッカーを受けることとなりました。優勝は7

連覇の#90森 田昌和選手。完成された「盤石の走り」は、一体何連覇ま

で逝くのでしようか。2位は一歩及ばす、しかし初のノントラブル完走が

嬉しい#1「塾長」藤田選手。3位は、ペナルテイ受けてもこの順位#91山

下真嗣選手。4位、ゴボウ抜きでここまで這い上がりました#9「キング」

西原選手。5位 、その速さは努力ではなく血統なのですか#92森 田智文

選手。6位、この方にも引退の文字はありません#25「 羅王」阿部選手。

7位SSERでも上位常連です#16辻本勝行選手。8位、塾長特訓の成

果でベスト10入り#10「 マーキユリー」熊谷選手。9位、愛車フサベルは

好調のようです#7「タイチエン」柳原選手。10位 、快調に目を付けられて

ます、赤丸急上昇の#101池 田選手、でした。池田選手は心眼で走る「ノー

マルライトクラス」優勝者でもあります。

恒例の「オンタイム賞」は#71中川選手、総合も22位と健闘です。

レディスクラス「女の戦い」覇者は、#83「 Lミエ」塚本選手。表彰後も

卜ロフィーを割る暴れん坊ぶり、今後の活躍も期待しています。

□上位 10名

1 森田

2 藤田

3 山下

4 西原

5 森田

6 安部

7 辻本

8 熊谷

9 柳原

10 池田

昌和 M's Top Gun

貴敏 TEAMプレスト

真嗣 M's Top GШ

博之 林道倶楽部+FACTORY
智文 Mis Top Gun

雅明 爽風会鈴鹿レーシング

勝行 個人

幸治 MERCURY― MOTUL_ZIM
博― 林道職人+ダートバイクZIM

憲昭 マルカワIFMF.痔走でGO

餞ls EC125()

VヽR2501‐

gas EC25()

KTヽ1520EXC― R

gas EC250

CRN1250AR
:ヽR450F

KTN25()EXC
Husa FE450c

ヽヽ R25()「

□参加人数 96名  ロリタイヤ 9名  □完走率 906%



WONET SERIES ROUND-6 サバイバル in勝光山
日付 平成¬8年 可0月 22日  ・場所 広島県庄原市 ・主催 SP忠男広島

●藪のテーマパーク

場所は中国地方の山中、秋晴れのとある日曜日、WONET戦としては

初開催となる「サバイバル IN勝光山」が催されました。数々のドラマを生

んだ「美和マウンテン ED」 、その再来とされたこの「勝光山」だけに、開

催前から噂が噂を呼んでエントリーが殺到、限定 100台 の〆切が数日で

埋まってしまう盛況ぶりとなつたのでした。自ら進んで泥の涙を流したい方

がこんなにいるとは、同じ変態として頭が下がる思いです。

今回の舞台を説明しますと、お山をぐるりと約10キロの林道が一周して

おりまして、これを周回しながら、途中にガレ場、ウッズ、ヤチ、ワダチ等

の様々なセクションをこなすという設定は、まさに「藪のテーマパーク」 l

もちろん、個々のセクションごとに強烈な個性をかもし出していて、ガレガ

レの回ングヒルクライム「猿の惑星」を始め、数々の迷所が用意されてい

ました。

そして今回も「大雨でのメークドラマ」が期待されていたのですが、当日

の天候はすこぶる快晴。林道もホコリで前が見えなくなる位の超ドライで、

せつかくの藪セクションも、残念なことにどこでもフルグリップ状態でした。

●悲劇の最終周

申し分ないコースは、唯―スタート地点の広場を確保できなかつた為、

林道からゼッケン順でのスタートとなりました。スタート直後は全開追いか

けつこの始まりにふさわしく、ガレた林道を高速で走り抜けます。腹黒ゼッ

ケンはもちろん最後尾からのスタート。ハイスピード展開の中で、先頭スター

トの#11田 中 D介にどこまで食い下がるのかが、勝敗の鍵となりました。

スタート後は、今回最大の迷所「猿の惑星」での混乱で、いきなりの足

止めを食らいます。マシンが右から左からと宙を舞う中をようやく抜け出す

と、その後は林道とのウッズが交互に襲ってきます。しかし、ハイスピード

展開に変わりはなく、選手は序盤から苦戦を強いられる展開となってゆき

ました。

そうして迎えた、ラスト30分。このまま無事に終わつてくれないのが W
ONET、 今回も悲劇の舞台がきちんと用意されていました。レース中盤か

ら徐々に深くなりつつあつた「S字登りの黒ワダチ」が、みるみるうちに成

長を遂げ、大渋滞を引き起こしたのでした。コース幅の狭い登りにエスケー

プは無く、二本の深いワダチだけにマシンが殺到、さらにワダチが深くなる

という「ゲ国の方程式」で、レースは大混乱。ゴールロ前にしての予想しな

かつた渋滞に、誰しも「うそ～ (涙 )」 と叫ばずにはいられませんでした。

この土壇場の混乱は、順位を大きく変動させたのですが、スタート後独

走状態の#11田 中D介選手の順位が揺るぐことはありませんでした。ス

タートからトップで飛び出したまま、ハイスピードの勢いにのつて見事にトッ

プを死守、堂々のチェッカーを受ける結果となりました。そして2位は、序

盤のミスが響いた#1「塾長」藤田選手。3位は、土壇場の混乱を制した

関西の星#60「サイゴッチ」斎江選手。4位は、序盤の失敗が無ければ

後半に強い「タイチェン」柳原選手。5位は、持ち前のパワー &手堅い走

りでの入賞#40「青鬼」渋野選手。6位は、やはり最後はオチで終わつた

お笑い系#3河津。7位は、徹底した下見が功を奏したのか#36大野選

手。8位は、トラブルに泣いたものの、それでもこの順位とは#9「キング」

西原選手。9位は、得意のハイスピード系でこの順位は不本意かも#61
「ナメクラ」鍋倉選手。10位は、07KT M投入の成果は出たのか#37
「スタN」 西原選手、という結果となりました。

以上の選手は10周 以上を周回した訳ですが、同様に周回しながらリタ

イヤとなつたのが、#25重 村、#44奥村、#85前 田、#10熊 谷の各選

手ですが、この方々は入賞ラインだつたのに、最終周「悲劇の大渋滞」の

犠牲者となり、タイムオーバーとなつてしまつたのでした。ホント何が起こる

かわからないのがエンデュー日、明日は我が身として胸に刻みたいと思い

ます。

□上位10名
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KTN1250EX(｀

VヽR250F
KTM200EXC
ド[450c

YZ250
YZ250F
VヽR250F
KTヽ4250EX

YZ250
KTヽ1250EXC

KT M広 島5D+山チエリー
TEAM プレスト

K☆G☆B+AZバイカーズ

ダートバイクZIM

チームフィールド

疾風怒濤

ばよよんライダース with P-1

林道倶楽部with FactOⅣ―PIRELLI

P-1く らあミ

K☆G★B withハ シモトRC

□参加人数 97名 □完走者 28名 □完走率 288%



woNEr sERTES RouND-7 W- ED in fiilEE
日付 平成可8年 12月 3日  ・場所 熊本県山都町 御所オートランド ・主催 W― EDin御所事務局

●最終戦の目的

落葉の季節が過ぎ、北風に触れ合う枝々が冬の到来を告げていまし

た。そんな季節のとある日曜日、今や九州エンデューロの拠点となつた

御所オートランドにて、06 WONETの 総括「W― E D in御 所」が開催

されました。

今回掲げられた目的は、驚くべきことに最終戦にふさわしい「徹底し

た難所コース」ではなく、なんと「みんなで楽しくオンタイム」I初心者

から幅広い方々ヘオンタイムレースの素晴らしさを是非理解してもらい

たい、との意向だつたのでした。その為にあろうことか、コースから難所

という難所を排除し、完走率の引き上げにかかったのです。浅瀬をちょっ

と渡るだけの川コースや、斜度の低い藪コースも味付けとして用意され

ましたが、少しでも渋滞が起きそうな箇所は迂回して作られ、徹底した

安全安心コース作りを敢行したのでした。

この作戦は見事に的中。レース中、一部の選手に登れない箇所があっ

たものの、渋滞箇所は皆無であり、チャレンジクラスも全員無事に「ハィ

スピードのオンタイム」を経験できたのでした。その上表彰式では、豪華

くじ引き&ジヤンケン大会が開かれる等、底辺拡大の為にあらゆる作戦

が行われたのでした。これで来年度からの参加者増加は間違いなし!?

●ハイスピードの轍
コースに難所が無いということは、「VVO N E Tクラス」にとつて、それ

はそれは恐ろしいハイスピードレースの始まりを意味していました。しか

も、雨天続きで黒土が充分に水を吸ってスリッピーな上、SS内 には他

のレースで掘つた轍が至る所に点在しています。そんなコースをかつ飛

ばして走るものですから、スピードに乗ったまま轍に飛び込めば、いとも

簡単ににひつくり返えってしまいました。

選手がどう転ばうが、レースは黙々と進行し続けます。オンタイムレー

スは、最後の最後まで自分の順位が判らないので、各々が不安を抱え

ながら走り続けなければなりません。しかも今回のようにタイム差をつけ

にくいコースだと、転倒した心理的ショックはかなり大きく、無理をしてタ

イムを縮めようとすればさらに転倒してしまい、転倒が転倒を呼ぶ悪循

環に陥ります。いかに平常心をを維持するか、それが勝敗の鍵となつて

いました。

その中でも、その群を抜く異常な速さから、絶対上位であろうという選

手は予想がつきました。豪快な走りっぶりの#5大楽選手や、速さに定

評のある#4前田選手にとつては、走っている速度域が違いますから、

今回はもってこいのレースとなりました。

注目のレース結果ですが、優勝は#1藤田選手。大楽、前田両選手

が乗る猛スピードの07KT M抑 え、全9回 のSS中 7度のラップタイムを

マークするほどの安定感を見せつけました。又、この優勝で今期シリー

ズ戦の総合優勝を奪取し、二重の喜びとなりました。2位は、レース自

体一年以上のブランクがあるはずなのに、その速度は反則です#5大

楽選手。3位、この方も、ハイスピードでの安定感には恐れ入りました#
4前田選手。4位、難所系だけでなく、スピードレースも強さを増していま

す#7柳原選手。5位、健闘空しく総合優勝争いに敗れてしまいました、

#11日 中選手。6位、マシンとテクニックが冴え渡ってます#10熊谷選

手。フ位、自旗を揚げて走ってました#3河津選手。8位、得意なハイス

ピードでは上位に食い込みます#46新地選手。9位、SSER上位常連

です#6下元選手。10位 、520で無事「完走」しました#9西原選手。

以上の結果となりました。

チャレンジクラスは12名全員が完走、その中でもミスを最小限に抑

えた「チーム山子羊」#107小 日泰輝選手が優勝を飾りました。

□上位 10名

TEAM プレスト

丁―FLEX
KT M広 島5D
ダートバイクZIM

KT M広 島5D+山チェリー

MERCURY― MOTUL― ZIM
疾風怒濤

チーム道楽者

林道倶楽部with FactOry― P-l RELLI
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VヽR250F
KT:M250EXCF
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FE450c

KTN1250EXC
KTM250EXC
y`Z250F

KTN1250EXC
VヽR450
KT:M520EX

□参加人数 51名 □完走者 49名 □完走率 96%
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¬

日
′07 定ゼッケン
BEST OF Hハ RハθUR0

色んなドラマのあつた'06でしたが、とうとう今年のシーズンも無事終了し、来期固定ゼッケンが決定しました。常連ラ
イダーから黒ゼッケンデビューとなつたライダーまで、この方達が来期もWONETを引つ張り回してくれることでしょう。
今回は、固定ゼッケンの紹介だけに留まらず、日頃は一体何の練習をしているのか、何の小細工をしているのか等、そ
の生態に至るまで紹介しましょう。さあ皆さん、これを参考に来年は、目指せ腹黒ゼッケン !

●「プロフィール」
・年齢 39歳  ・身長170 ・体重78 ・バイク歴20年
・07参戦マシン ヤマハWR250F
・スポンサー

プレストコーポレーション、MTXRepair、 野口装美、BAJABROTHERS.COM、
TSEnterprise、 JERRY'S、 MAR∪ KAWA RACING、 江沼チヱン製作所、
SHOEI、 MOT∪ L、 MC―JAPAN、 F・ FACTORY、 ・モトスペースEA、 N.IMI F、

MERCURY、 ダートバイクZIM、 オートショップタカキ、名島亭
●「日頃の練習方法」
・―ヶ月の平均練習量    乗れるだけ !

・練習方法        考えて走る、レースよりも厳しい状況で走る、レースが楽に

感じれるように走り込む、短所を克服する、長所を伸ばす
スタミナをつける、バイクに必要な筋肉はバイクに乗つて

鍛える
・バイク以外の練習方法   特になし

●「整備について」
・―ケ月の平均整備時間   未定
・整備で気をつけること   壊さないこと
・お世話になつてるShop

オートショップタカキ、ダートバイクZIM、 MERCURY、 NMF
●「レース参戦について」
・主に使うタイヤ      前・後 ミシュラン S― ¬2
・空気圧        前・後 タイヤボール
・オイル          MOTUL
・一番気を使つてること  壊れないマシン作り、壊さないライディング
●「黒ゼッケンになるには」 確実な走破力と4時間攻めて走り続けられる体力

●「来年度の抱負」    全戦完走 (マシンを壊さない・攻めて走る)

●「プロフィール」
・年齢 32歳   ・身長 司82センチ ・体重 75キロ
・バイク歴 オフは7年
・07参戦マシン KTM250EXC
・スポンサー  KTM広 島5D、 江沼チェン、福田タイヤエ業所
●「日頃の練習方法」
・―ケ月の平均練習時間  つ

・練習方法       藪や山、あとは広場でウィリー
・バイク以外の練習方法  筋トレ、チャリ通勤
●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間  ?
・主な整備箇所     洗車はよくします
・お世話になつてるShop KTM広 島5D!
●「レース参戦について」
・主に使うタイヤ     前・ダンロップ  後・IRC
・平均的な空気圧    前・1'0    後07
・オイル        ワコーズ
・一番気を使うこと   バイクにやさしく乗ること

●「黒ゼッケンになるには」
WONET戦では走破力があれば…あと運があるかも

#■ 藤 田 貴 敏

#2田 中 大 介

●「来期の目標」 07はスポット参戦ですが、出るレースはもちろん上位を狙います



#3柳 原 博 一
●「プロフィール」

・年齢 35歳  ・身長 171cm ・体重 7 2kg
・バイク歴   94'DT125R―→89'KDX200SR→ 91'DT200WR→ 99'YZ1 25→

98'XR600R―→99'RMX250S→ 99'KT,V1250EXC― →03'GASGASEC
250→96'RMX250R―→05'フ サベルFE450e(現 在所有 )‐

→03'WR250F
→03'YZ250F(現在所有)→ 01'KX可 25(現在所有 )

・07参戦マシン     07'KTM250EXC一 F(予 定 )

・スポンサー      ダートバイクZIM、 ロッキースポーツ、フサベルジヤパン、IRCタ イヤ

EKチェーン、JAPEX、 ペイントM's
●「日頃の練習方法」
・―ヶ月の平均練習量  4日～6日

・練習方法      少し前までは山でウッズの練習や黒土マディでの走破カアップ

最近はモトクロス等スピード系の練習。

・バイク以外の練習方法 たまにスポージムで筋トレとエアロバイク。仕事はガテン系 !

●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間 レース前はトライ&エラーたくさん整備する。

・整備で気をつけること  基本的なオイルと水は欠かさず点検、

・お世話になってるShop ダートバイクZIM

●「レース参戦について」
・主に使うタィャ     前IRC ix07 s 後IRC VE33
・空気圧          前0.8kpa  後0.6kpa
・オイル          WAKO'S
・一番気を使ってること

●「黒ゼッケンになるには」たくさん乗つて楽しく上達 I自 分よりうまい人と練習する。わからないことは恥ずかしがらずにどんどん質問。

レース形式で緊張感もって練習。速くなった自分をイメージする。

●「来年度の抱負」    WONETラ ンキング3位以内、どのレースでもいいから表彰台に乗りたい(今年最高位4位 )。 もっとスピードをつけたい。

●「プロフィール」
・年齢 47歳  ・身長 180cm ・体重 74kg
・バイク歴        32年  o青暦25年
,07参戦マシン     青い250の 予定

・スポンサー       Pire‖i ねdory

●「日頃の練習方法」
・―ヶ月の平均練習量   4時間(乗ってる時間)

・練習方法       月2回はバイクに乗ること

・バイク以外の練習方法  たまにジョキング

●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間 バイクがボロでチンタラやつてるから10～ 15時

間くらいかなつ

・整備で気をつけること 古いバイクは気づかぬうちにどこか壊れている

ので見逃さないよう全体をチェックしなければ…

・お世話になってるShop ねctory

●「レース参戦について」
・主に使うタィヤ    前後ともスコーピオンプロ(超マッド、ガレオンリー

以外は、モトクロスタイヤよりEDには強いです)

・空気圧       前07～ 0・ 9 後0・ 3～ 0・ 9

・オイル         モチュール 4t300V 2t800
・一番気を使ってること

●「黒ゼッケンになるには」 テクも必要ですが、まずは4時間バイクに乗れ

る体力をつけること。

●「来期の抱負」   楽しく、ケガなく、固定ゼッケン

●「プロフィール」
・年齢 35歳 ・身長 ¬67センチ(チビ)・ 体重 65キロ

・バイク歴         15年 (エンデューロ10年…かな?)

・07参戦マシン      YZ250F('02哀 車仕様)

・スポンサー       MC― JAPAN
●「日頃の練習方法」
・―ヶ月の平均練習時間  レース3週前位から動きます

・練習方法       他人の練習に首を突っ込む

・バイク以外の練習方法  仕事バイクでの走り込み、ひたすら右足

のみを鍛える、庭にワダチを掘ってそこから

バイクを担ぎ出す

●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間
・主な整備箇所
・お世話になつてるShop

●「レース参戦について」
・主に使うタイヤ
・平均的な空気圧
・オイル
・一番気を使うこと

●「黒ゼッケンになるには」

●「来期の目標」

レース1週前から動きます

オイル交換が命、あとは壊れてる所

ォートショップ高木、ダートバイクZI M、

マーキュリーさん等

そこにあるもの(VE、 S12、 コンペⅢ等の中古)

フロント1、 0   リヤ0、 6

ヤマハ純正4stオイル
エンスト、カメラロ線、雨乞い

| やはり練習が一番です。乗った時間だけ

上手くなります(お前が言うな !)。

とりあえず一勝 !

#4西 原 博 之 #5河 津 浩 二



#6原 田 健 司 #7松 田 成 礼
●「プロフィール」
・年齢 33歳  。身長
・バイク歴  10年
・07参戦マシン
・スポンサー

●「日頃の練習方法」
・―ケ月の平均練習量
・練習方法
・バイク以外の練習方法

●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間
・整備で気をつけること
・お世話になってるShop

●「レース参戦について」
・主に使うタイヤ
・空気圧
・オイル
・一番気を使つてること

●「黒ゼッケンになるには」

●「来年度の抱負」
がんばる

●「プロフィール」
・年齢 39歳  ・身長
・バイク歴
'07参 戦マシン
・スポンサー

●
°
「日頃の練習方法」

・―ヶ月の平均練習量
・練習方法
・バイク以外の練習方法

●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間
・整備で気をつけること
・お世話になつてるShop

●「レース参戦について」
・主に使うタイヤ
・空気圧
・オイル

・一番気を使つてること

体調

●「黒ゼッケンになるには」
日々訓練

●「来年度の抱負」
いろんなレースに出てみたい。

丁OP雁に負けない。

173cm  ・体重 68kg

ハスクバーナTE250

カジバジヤパン・TSエンタープライズ
MC―Japan・ スピードモーターガレージ

なし

なし

なし

3h

なし

スピードモーターガレージ

前 メッツラー 後 メッッラー

前 ムース   後 ムース

アジップ

なし

とりあえずレースにでる

177om ・体重 装備重量93kg
21年
00YZ250か なつ

STRAIGH丁

6日 ぐらい

基礎練、モトクロスヒート練習
イメージトレーニング

72時間
基本に忠実
バイクショップフィールド、岡山オートスポーツ

オートショップカメイ

前 BSM201 後 ミシュランS12
前 08  後 02
2ス トOILはモチュール
4ス トOILとミッションOILはヤマハ

●「プロフィール」
・年齢35歳 ・身長 174cm ・体重 63kg
・バイク歴       9年 (OFF車 暦 )

・07参戦マシン     07'レ アルエキップWR250F
・スポンサー   レアルエキップAVANTAGE他社契約更新交渉中
●「日頃の練習方法」
・―ヶ月の平均練習量   週一回 3～ 8時間
・練習方法       主に林道
・バイク以外の練習方法  イメーゾトレーニング
●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間  乗車毎2～ 3時間

レース前後は集中的に(納得いくまで)

・整備で気をつけること  初期の車体状態 (操作性、可動場所など)

をいかに持続して行けるか
・お世話になつてるShop  AVANTAGE
●「レース参戦について」
・主に使うタイヤ
・空気圧        前 0.85     後  0.5～ 08
・オイル
・一番気を使ってること  使用するすべての道具を大切にする事
●「黒ゼッケンになるには」

自分を信じる
●来年度の抱負

自分に負けない

●「プロフィール」
・年齢38歳 ・身長 176om ・体重 80kg
・人間のサイボーグ化 (自 分でメンテナンスをする為 )

・バイク歴        25年
・07参戦マシン     '06 KTM250EXC快
・スポンサー    Mercury・ REVEL・ MOTUL'DartBike ZIM

●「日頃の練習方法」
・―ヶ月の平均練習量 ガソリン換算20L/日 ×4日 (毎週日曜日練習 )

・練習方法      とにかく、一番早い人に虐めてもらう。
・バイク以外の練習方法  自転車通勤 !1日 約30キロ

●「整備について」
・―ヶ月の平均整備時間  仕事の空いた時間
・整備で気をつけること  壊れない様に、バイクと人間のメンテ
・お世話になつてるShop DartBIke ZIM
●「レース参戦について」
・主に使うタイヤ      前 メッッラー6 Days(FIA)

後 ピレリースコーピオンプロ(FIA)
・空気圧        前 ビブムース 後  03
・オイル          E/g Oilモ チュール800 2T

T/M Oil =Eチ ュール300V 5w-40
・一番気を使つてること  人間の体調管理・人間と車輌の完璧なメンテナンス

と、トラブル防止の対策。レースに参戦の祭は、路面に
ベストマッチする新品タイヤで挑む事。深酒をしない !

●「黒ゼッケンになるには」1に、一番早い人と練習 !2に、、一番早い人と練

習 ! 3・ 4に、、一番早い人と練習 !

5にも、、一番早い人と練習 !

●「来年度の抱負」
ノーポイントがない様に、

そつなく走る。

#8渋 野  悟 #9熊 谷 幸 治
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～'07年に関するアンケロト～
WONETで は、今後も広く意見を考慮した運営を行う為、第 6戦 、第 7戦 時にアンケート調査を行い、ライダー皆さんの意見を

まとめてみました。以下はその結果です。

O質 問l WONETは 今後も必要だと思いますか ?

【YES】 50人     【NO】 0人 【どちらでもない】 2人
・個々のレースに出場するだけで充分だ

・あつてもいいのでは…

O質 問 2 現状のクラス分けで充分だと思いますか ?

【YES】 36人     【NO】  15人
・ A、 B、 Cに 分けて欲しい       ・もつと幅広いクラス分けにして欲しい

・ A、 B、 C、 Dに 分けて欲 しい      ・多ければ多い方が良い

・排気量別                ・ジュニア、セニアを作つて欲しい

・総合、Cクラス、レディースの3つ がいい。商品より名前が残る方がうれしいのでは

・各クラスに分かれていた方が、モチベーションが上がるのでは

O質問3 シリーズ戦として、現状の回数で充分ですか ?

【YES】 42人     【多い】 9人

・6戦位が良い

・5戦位が良い

・4戦位が良

O質 問4 -番 好きなレースは ?

O質問 5 要望事項

・広島で3戦位して欲しい

・7戦 中5戦 の有効ポイントにして欲しい

・関西でも実施して欲しい

・永遠に続けて欲しい

・20ポイント以上は黒ゼッケンにして欲しい

・ゼッケンの色を、シリーズと統一して欲しい

【少ない】 1人

・黒ゼッケンがいる方が 目標となる

・固定ゼッケンはいらない

・ハイレベルすぎないレースを

・ビギナーの 目標となるレースを

・美和を復活して欲しい

・30歳 以下の若者割引きはどうでしょうか

1人

7人

1人

アンケートに協力して頂き、ありがとうございました。おかげさまで、貴重な意見を集めることができました。

クラス分けについては、大半の方が「現状のままで充分」との回答でしたが、「元々のクラス分けに戻したい」等の根強い意

見も散見されました。

06年 にクラス分けを簡素化した大きな理 由は、

WONET参 加者が増大し、公平なクラス分けを維持していくことが困難

Cク ラス参加者は全戦参戦している方が少なく、スポット参戦の方より全戦参戦している方へ賞品を渡したい

でしたか、今後のエンデューロ界発展のことを考えると、初心者がもつと参加しやすく、楽しく競いあえるような環境作りが必要

であることから、今回のアンケート結果を踏まえ、07シ リーズ戦のクラス分けは

A(上 級 )、 B(中 級 )、 C(初 球 )、 L(レ ディス)ク ラス

となりました。

又、要望事項についても、調整可能なものと、そうでないものがあります。関西日でのシリーズ戦開催についても、以前から

要望が入っているのですが、レース開催 自体が難しい現状にあり、難航している状況です。

他の意見等についても、スタッフで充分検討し、今後の運営に生かしたいと思っております。

WONET事 務 局

・阿蘇オープン ED 10人 ・よさりのラリー 4人
. W-EDin fr.t\-j 3人 ・サバイパル in勝光山 3人

・グリーンパレー ED 10人 W‐EDin御 所 10人

・サバイパル in広 島 20人



第1戦 1//7 コー‥ルドバレーー匡D 阿蘇観光牧場 フアクトリ中―

第2戦 5//13 阿蘇オープンED 御所オートランド AOE実行委員会

第3戦 6ノ/3 サバイバルin広島 テージヤスランチ トレールED実行委員会

第4戦 8//4 よさりのラリー 五木村特設コース 九州トレールクラブ

第5戦 10//28 サバイバルin勝光山 勝光山特設コース トレールED実行委員会

第6戦 11//25 W― EDin御所 御所オートランド W― ED実行委員会

十日程については暫定です。変更及び中止となる可能性もあります。

2007 SERIES

Flegura,shon
1.目 的

西 日本各地で開催されるレースでポイント獲得を競い、競技レベルの向上とエンデューロレース界の発展、活性化を目的と

する。

「西 日本のライダーのある意味でひとつの 目標」を基本理念とする。

2.競 技規則

各シリーズ戦の主催者の定める規則に従う

3.ク ラス分け及びゼッケン

A・ B・ Cクラスとレディスクラス (L)を 設ける。

① Aク ラス

・前年度ランキング9位 以内及び同等の実力を有する者

・黒地に自文字

② Bク ラス

・前年度ランキング 10位 以下の総合ポイントを有する者

・年間固定ゼッケン希望者 (全 戦プレエントリー必要 )

・赤地に自文字

③ Cク ラス

・前年度において総合ポイントを取得していない者

・黄地に黒文字

④ Lク ラス

・女性ライダー

・白地に赤文字

4.ポ イント制

総合及び B・ Cク ラスの上位 20位 とLクラス上位 5名 に下記のポイントを与える。

上位入賞等レース結果によるシリーズ途中でのクラスの昇格はない。

・総合及び B・ Cク ラス

1位  25p  2位  22p 3位 2()p 4位  18p 5位 16p 6位 15p 7位 14p 8位 13p 9位 12p
10位 1lp ll位  ¬Op 12位 9p 13位 8p 14位 7p 15位 6p 16位 5p 17位 4p 18位  3p
19位  2p  20位  lp

・レディスクラス

1位  1()p 2位  7p 3位  5p 41立  4p 5位  3p 6位  2p 7位 以降 lp
5.表 彰

シリーズ全戦終了後に獲得ポイントを集計し表彰する。(翌 年の第 1戦 会場にて表彰式を行う)

入賞者及びシリーズを通じて健闘した者に盾及び、協賛品を授与する。
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SPONSOR ..... . . . ............................ . . .... . ..., 

日頃からWONETを支持して頂いてますスポンサーの皆様です。マシンや用品の購入、マシン
整備等の際は是非「ごひいき」お願い致します。新たなスポンサ ー さんも随時募集中です！

【KTC】

http://www.kyototool.eo.jp/ 

【MC-JAPAN】

htt� 

【MTXR】

htt�air.com/ 

日本を代表するハンドッ ー ルメーカ ー

バイクウェア＆アパレルの輸入、激安直売

オフロ ー ド・モトクロスブ ー ツのリペア ・ 改良 ・ 販売、

オ ー トバイ用品・パー ツ販売

【JERRY'S】

htt�sx/JERRYS.htm 

チャンバ ー 、サスの修理、セッティング

マシンモデファイ

【野ロシー ト】

http:/ja-Seat.ip/ 

【BAJABROTHER'S】

htt�abrothers.com/ 

【F-FACTORY】

【A'Zモーター サイクル】

htt�/ 

【ティ ー エスエンター プライズ】

htt�rise.com/ 

【SHOEI】

http://wヽVヽv.shoeihelmet.co.jp/

【江沼チェン製作所】

http://www.enuma.eo.jp/ 

キングオブシート、シー トアドバイザ ー

BAJA DESIGNS、タイヤボ ー ル、BRP製品他

オ ー トバイ用品・パー ツ販売

ED·MT·MXのレース支援活動、 マシン製作

ラジエー ター修理 ・ パー ツ販売

オ ー トバイ用品・パー ツ販売、 マシンモデファイ

ポリスポー ツ、SDG、ReadyRacing

オートバイ用品 ・ パー ツ販売

言わずと知れたヘルメットブランド

世界に名高いシー ルチェ ー ン

-�--:=．．そを主．．．1寵…査．
【グリ ー ンバレーED】

【サバイバルIN広島】

・

http:I/wm、'．�orts.coni/

ファクトリ ー 

【サバイバルIN勝光山】

【よさりのラリ ー】

【W-ED in御所】

·
・

http://www.ne.jp/asahi/sp-tadao/hiroshima/ 
SP忠男広島

バイカ ーズベア http://homepage2.nifty.com/woodfamily/ 

・ 九州トレー ルクラブ  

http://www7.ocn.ne.jp/-gosho/ 

·W-ED事務局

WONET（ウォネット）事務局 http:/ /www5de.jp/~wonet/wonet.htm 
編集 河津浩二

画像提供 「うさぎとかめ」




