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　9月16日～19日に伊豆アドベンチャーレース、10月1日～2日に里山アドベンチャー
があり、9月はレース運営に多忙を極めた故に、東風見聞録は2ヶ月ぶりの発行と

なってしまった。伊豆アドベンチャーレースは今年も3日間のコース創りにチャレンジ

し、17チームを迎えた。実は伊豆アドベンチャーレースは今年でピリオドを打つ。今

後はこの規模のレースをイーストウインドプロダクションが引き継いで手掛ける事と

なった。

巻頭コラム 田中正人

　ここで、皆さんに報告しなければならないことがある。今年の夏に開催された国内のあるアドベンチャーレースで、
残念ながら死亡事故が発生してしまった。海外でも稀なことだけに関係者のショックは大きい。私は事故の詳細を直

接聞いているわけではないが、今後同様な事故を発生させない取り組みが必要だ。主催者、参加者ともに自然に対

しての接し方を謙虚に学び、広めていかなければならない。危険性を知らなかったで済む問題ではないからだ。無知
ほど怖いものはない。危険な行動をしていてもそれが危険だと認識できているうちは安全なのである。

　自然に対して無頓着な行動を取ることによる事故は、山でも海でも川でも多くの事例がある。その度に、自然と接す

る機会の少ない現代日本人への警鐘だと思っているのだが、皆さんはどう感じているだろうか？

　みなかみ町の『カッパCLUB』でアウトドアツアーのガイドをしていても、「ちょっと足場

の悪い場所を歩いただけでキャーキャー言うな！」と怒りたくなることが度々ある。でも
カッパCLUBのガイド連中は、そんなお客にも優しいふりをして厳しいことをさせてしま

う。もう二度と来なくなるかな？と思いきや、ツアーが終わってみれば皆晴れ晴れとし
た良い顔になっている。アウトドアツアーの料金は決して安くはないが、自然と遊ぶ楽

しさを感じてしまった人は何度も来てくれる。これは、明らかにディズニーランドとは違う
楽しさのはずだ。カッパCLUBのツアーでは、少なからず自然の持つパワーに挑戦して

もらっている。そのパワーを身を持って感じることは、人間の本能を揺さぶり喜びと充

実感に昇華しているに違いない。アウトドアツアーに参加しなくても自分たちで自然の
中に入れるようになってもらえれば本望である。

　私は海外のアドベンチャーレースを体験して人生が変わってしまった。それほど大きな

衝撃を受け、人間にとってかけがえのないものを感じた。人間が学ぶべきものは自然の

中にある。そう確信して止まない。世の中、生きていくためには経済活動が唯一のもので
ある。でも経済至上主義だけでは人類の先は明るくないだろう。人間とて地球上に生きる

生物である以上、自然環境を常に意識しなくてはならないことは自明の理である。また、
自然の摂理に逆らえば自滅の道しかない。アドベンチャーレースでは、自然との対峙を強

烈に迫られ、仲間との対峙も強烈に迫られ、自分とはどんな人間なのかを非常に考えさ

せられる。レース中、迫りくる難題を何度も切り抜け、仲間と共にゴールを目指す。この体
験は人生の何物でもない。しかも普通の人生では体験できないくらいキョーレツなのだ！

この経験は実社会でも生き抜いていく力を与えると確信している。

　『日本アドベンチャーレース協会』はそうした理由で立ち上げた。アドベンチャーレースの魅力を通じて日本人に

活力を与え、地球環境を守っていくことに繋げたい。そのためには、国内でも本格的なレースが存在しなくてはなら
ない。伊豆アドベンチャーレースがピリオドを打ったことは、更なるステージへのキッカケを作ったことだと思ってい
る。具体的には現在世界で展開されている『アドベンチャーレーシング ワールドチャンピオンシリーズ』の１戦を国

内で開催する方向で動いている。この事業を柱に人とお金を動かし、付随事業として普及活動も合わせて行なっ

ていきたい。日本人に自然との付き合い方を学ぶ機会を作り、その提案を幅広く広め、いずれ行政にも働きかけ

教育にも取り入れさせたい。子供ほど自然の中で遊ばせ、学ばせる機会を与えなければならない。それには大人
も遊ばなければならないのだ。大人が身を持って自然の中の危険や摂理を経験し、子供たちにしっかり伝えていっ

てほしい。子供は大人の背中を見て育つ。まず、大人たちに元気になってもらいたい。
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伊豆アドベンチャーレース。過酷な
3日間ノンストップのレースを終えて

互いの健闘を讃え合う選手たち。

　　また、里山アドベンチャーは参加者90名のうち、3分の1強がアドベンチャーレース初挑戦者だった。今年は、
初心者でも挑戦できる本格的なアドベンチャーレースに果敢に挑戦してもらった。自然との真の対峙を初心者に
も経験させ、更なるステージへと導くのが「里山アド」の使命だと思っている。

ボディボードの川版、ハイドロス
ピード。国内ではカッパCLUBで

しか体験できない。



　今年で3年目を迎える「アドベンチャーフェスティバル」は、お好みアドベンチャー、会場アドベンチャー、里山アドベ

ンチャー３つの柱で構成されている。お好みアドベンチャーはあらゆるアウトドアアクティビティを体験できるいわば
美味しいとこ取りのアドベンチャー。会場アドベンチャーは会場来場者に向けて催す無料イベントアドベンチャー。そ
して里山アドベンチャーは初心者でも挑戦できる本格的なアドベンチャーレースである。

最 新 レ ポ ー ト

　世界を舞台に繰り広げられるランドローバー G4チャレンジ。このレースは、あらゆるアウ

トドアスポーツの種目はもちろん、ドライビングテクニックやナビゲーションも要求されるゲー
ム要素盛り沢山の大会である。開催地は世界各国。タイ・バンコクをスタートし、ラオスの山
岳地域、ブラジル・リオデジャネイロ、そしてボリビアへと移動しながらレースを行なう。

　国内最高峰と呼ばれる「伊豆アドベンチャーレース」が開催された。イーストウインドプロダクションは競技運営を
担当。200名近いスタッフの協力により、3日間のレースの幕開けとなった。

　参加チーム数は17チーム。今年は懸垂下降やシーカヤックの認定制度を儲けたため、出場者には更に基準が高
くなったが、選手全員が高い意識とレベルでレースに挑んだ。

ドライビングテクニックは
必須条件である

体力、精神力、技術、適合性、
英語力・・・すべてが問われる

　このＧ４チャレンジに出場するにあたり、国内選考会が開
催された。選考基準は体力や技術だけではない。精神力は
もちろん、チームワークの適合性、海外でのコミュニケーン
力も大きく左右される。

　　田中正人は体力部門の選考委員に任命され、選考会選手へのスポーツタスクを
作成した。参加者は8名。ここから3名の選手が選ばれ、2006年1月にイギリスで開催

される国際選考会に挑む。

　レースはシーカヤック、トレッキング、マウンテンバイク、クライミング、懸垂下降、カヌー
で構成され、すべての種目はオリエンテーリングを駆使して移動する。

　今年のメインはナビゲーション。初日の婆娑羅山域のナイトナビゲーションは難易度
が高く、半分近くの選手はここで迷った挙句、5チームは関門時間にかかってしまった。

　今回は要所要所でしっかりとした技術が要求された。ロープアクティビティでは懸垂
下降に加えクライミングを取り入れたり、ダウンリバーでは夜間パドリングを取り入れ
た。これができたのもスタッフの協力があってからこそである。

　今年で7年目を迎えた「伊豆アドベンチャーレース」だが、松崎町主体で運営されるの

は今年が最後となる。今まで多くのスタッフにお世話になり、心より感謝をしている。こ
の感謝を形に残すべく、今後も「伊豆アドベンチャーレース」規模のレースを手掛けて
いく予定である。

　田中正人は里山アドベンチャーの競技責任者となり、運営母体のカッパクラブ（田中
所属のアウトドアツアー会社）のスタッフと共にレースを運営。

　参加チーム数は30チーム（1チーム3名）で、チームイーストウインドのメンバー横山

峰弘が考案したハードなコースに挑戦した。今回、アドベンチャーレースに初参加の選
手がなんと全体の1/3！徐々にアドベンチャーレースが普及されてきた事を実感する。

　今回は初心者も多いということで、安全管理にはかなり気を遣い、特にウォーターセクションには力を注いだ。結
果、初心者にとってハードな場面も多いレースではあったが、多くの方々に「楽しかった」と言う言葉を頂いた。同時
にスタッフ自身も大変に満足のいくレースを作り上げた。今後も、里山アドベンチャーは「初心者でも挑戦できる本格
的なアドベンチャーレース」作りを目指す。

撮影 長谷川毅



「アドベンチャーフェスティバルは、今年もたくさんの
協力を頂いて、大成功でしたね」

田中正人がアドベンチャーレースを始めた頃からのレース仲間。現在、群馬県みなかみ町でアウ
トドアスポーツ会社【カッパCLUB】を経営。田中は起業時からガイド登録をしている。レース活
動し易い環境を作るためチームイーストウインドのメンバーを待遇雇用。豊かな自然に恵まれた
みなかみ町をアウトドアのメッカにするため、田中と共に2003年より「アドベンチャーフェスティ
バル」（P2参照）を企画・運営する。

田中正人がアドベンチャーレースを始めて11年目。多くの方にご支援を頂き、心よ
り感謝をしています。田中をご支援くださる方々と久しぶりに酒を酌み交わしなが
ら多彩な方面の談義をマネージメント竹内靖恵がレポートします。

田中

「元々アドベンチャーレースが好きで国内に広めたい気
持ちから社内でやろうって事で里山アドベンチャーを始
めた。で、どうせやるならって言うんでみんなを引き込
んで盛り上げようと思ったんだ」

小橋

小橋研二（こばしけんじ）

1962年岡山県生まれ。カッパCLUB経営。’95年エコチャレン
ジ出場に向けてのトレーニングで田中正人と知り合って以
来盟友に。田中の仲人でもある。愛妻と愛娘の3人暮らし。

「東京のマージャン生活に疑問を持っていた。その時みな
かみ町で既存のラフティング会社でガイドを手伝っていた
んで、その流れでカッパCLUBを作った。つまりは川が好き
だったから川に戻ったんだ」

「ウチは個性派の集まり。ラフティングガイドだけをし
たい人もいれば、レースをやりたい人もいる。でもベク
トルを無理に合わせようとは思わない。色々な人がいて
いいんだよ。以前、知り合いにカッパCLUBは『梁山泊』
（中国宋の時代、世の中から爪弾きにされた好漢たちが
集まってアウトローの集団を形成し、やがて悪官僚を打
倒し国を救う事を目指すという物語）だなって言われた
事がある。ちょっと嬉しかったね。」

小橋

田中

田中

小橋

「そうそう。目玉としてバンジージャンプを山形県に、
気球を白馬にお願いして･･･なんてどんどん発想が広
がってね。知ってるツテは使いまくり（笑）。今年は
ヘリコプターも飛ばせたしね」

小橋

田中 「では今後、カッパCLUBをどうしていきたいですか 」

「そこまで町に働きかけたモチベーションって何だった
んですか」

「ウチは通常ラフティングツアーを提供する会社だけど、
年に一度くらいはひとつのイベントを通してスタッフの
意思統一を図りたかった事だね。僕は根っからアドベン
チャーレースが好きなんだよね」

小橋

田中 「アウトドアスポーツ会社の社長としてどんな点が難し
いですか」

「カッパランド（総合アウトドア商社）を設立したい。
まずはスタッフを増員させ、若い人を育てながら、ベテ
ランには新たなフィールドを発掘してもらいながら、や
りたいツアーをやってもらう」

小橋

田中 「みなかみ町はアウトドア環境がとても充実してるし、
これを放っておく手はない！でも観光行政が滞ってい
るから現場が動くしかない。そういった意味で小橋さ
んは本当によく動きましたね」

「最初に役場に話を持って行った時、行政はアウトド
アスポーツに関してあまりよく分かってないし、町長
も渋る。そこで町会議員さんたちに話を持っていって
固めていったね。やると決まってからの役場とのやり
取りは大変だったけど（笑）」

小橋

田中 「ラフティングを始めたのはいつ頃からですか」

「ラフティングは学生の頃からやってたね。その頃は今
のようなラフトボートなんてなかったから、発砲スチロー
ル製のいかだや釣用ボートで川を下ってた」

小橋

田中 「その時の仕事は何をしていたんですか」

「始めた頃は何も解ってないから、他会社から見下され
てましたね（笑）」

田中 「今後、アドベンチャーフェスティバルをどうしていき
たいですか」

小橋 「国際アドベンチャーレースを併設したい。そして里山
アドベンチャーをアドベンチャーの登竜門として定着さ
せたいね。初心者に『まずは里山アドベンチャーに出て
から次に行こう』って思うようになって欲しい」

田中 「なんとかレースを人に見せたい、それには集客が必
要。ならばお客さんをみなかみ町に呼んで、アウトド
アスポーツを楽しんでもらおうって事で始めましたね」

「マージャン屋。ジャンプロとでも書いておいてよ
（笑）。雀荘経営の叔父さんに可愛がられてて、雀荘に
いた。なんか不思議な存在だったね」

小橋

田中「そこからアウトドア会社を興す気になったのは？」

小橋 「そうそう。他の会社から下った事のないコースを『や
れ!』っていきなりテストされたりしたね。で、まともな
会社になろうと思って一致団結してたね」

小橋 「経営側が楽観的に考えているんだよ。例えば増水期で
も小さな子供を乗せてしまうとか。いくら商売だとは言
え、安全を第一に考えるべきだね。経営者と現場ガイド
がきちんと話し合うことが必要だ。雪山だって無理に行
かないでしょ。それと同じ。経営者は辞める勇気も持た
なくちゃ」

田中 「でも今のガイドたち（他会社）の方が怖いですよね。
しっかり教育されていないガイドが多くなった」

田中 「僕もその時のカッパガイドだったけど、すごい団結力
がありましたね。みんな毎日打ち身になってトレーニン
グしてた（笑）」

小橋 「当時はラフティング知識を持ったスタッフがいなかっ
た。やがて世界基準レベルのスタッフが入ってきて変わっ
た。今じゃどこよりも強くて能力の高い会社になったね」

田中 「小橋さん自身がアドベンチャーレースに出場すること
は？ 」

「是非またやりたいね。でも今は走ってもいないし、川に
も出てないから、イーストウインドの監督でもしようかな」

小橋



◇アートスポーツ・OD-BOX　　◇コロンビアスポーツウェア　　　◇ザ・ノースフェイス　　

◇サロモン＆テーラーメイド　　　◇モントレイル　　　◇ＧｏＬｉｔｅ

アドベンチャーレーシングクラブKOCCiは以上の皆様から応援を受けています！（ ※スポンサー企業募集中）

早川　秀人（はやかわ　ひでと）

アドベンチャーレースを始めたきっかけは、2000年10月のSalomon X-adventure岐阜大会のア
シスタント。当時は何もわからず、僕を誘った弟（正人）には「大変なことやってるねぇ。え？装備
の運搬とお茶出しすればいいの？」と言っていた。参加してみたら、まずレースに対する考え方
がガラっと音を立てて変わった。「なんか面白そうじゃん。やってみたい」と…。

コンパスもロクに使えず、マウンテンバイクもカヤックも乗ったことなかったのに、マウンテンバイ
クを買い、カヤック講習にでかけ、地図を読んで山を歩くようになり、今度は脳みそが膨張を始め
た。今までサッカーのように限られたフィールドで動いていた自分の世界が急に拡がり始めた。

チームイーストウインドが世界チャンピオン達に挑む！
　チームイーストウインドのメンバーが今年11月にニュージーランドで開催される【アドベンチャーレーシング・ワ
ールドチャンピオンシップ】に出場するに伴い、多くの方々よりご協力、ご支援、ご協賛を頂いています。ありがと
うございます。
※現在もチームイーストウインドのスポンサード企業を募集しています。是非ともご協力ください。

お知らせ！

田中正人がサハラマラソントレーナーとして出演する「秘密のひらめ筋」が「ひ
らめ筋ゴールド」としてゴールデンタイムでオンエアされる事が決定しました。
普段運動をしなかったアイドル・モデルたちが、過酷なサハラマラソン出場へ
と向けてガチンコで頑張る姿は、見ている側にも感動を与えます。

毎週土曜日　19:00～日本テレビ系列

レースを始めてもうすぐ5年。チームメイトや周囲の人に支えられ、知識もスキルも
多少は身についてきたが、まだまだ自分の中でアドベンチャーという世界観は拡が
り続けてる。学ぶべきこともやりたいことも、次から次へと増えていく。同時に素敵な
仲間も増えていく。

拡がる世界の中で自分ももっと成長したいし、この「拡がる快感」をもっと多くの人
に知って欲しいと思っている。だから当分やめられないな。

【チームイーストウインド協賛企業】 【露出媒体】
ターザン（マガジンハウス）

アドベンチャースポーツマガジン（山と渓谷社）
カヌーライフ（創工社）

ルディプロジェクト

パワーバー

カッパCLUB

CASIO
The North Face
ニュージーランド航空
尾西食品

備考

5年ぶりに活動を再開したイースト

ウインドの大型レースの報告会
ゴールドウイン本社
（渋谷区松涛）

アドベンチャーレーシングチャンピオンシッ
プ帰国報告会

12/21（水）

19:00予定

開催地企画／レース日程


