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　　私はトレーニング最中に「これで本当に良いのか」と疑問に思い始めていた。これが昔のチームであれば、荒波の海に
も出たし、強風の富士山にも登頂していたのかもしれない・・・そう思ったのだ。

　私がアドベンチャーレースを始めて今年で12年になる。この間、多くの自然環境を学び、経験も積んだ。そして自然の怖

さが分るようになったのだ。10年くらい前は何が怖いのかも分らなかったし、無茶をして克服した事に喜びを感じ、それが自

信にも繋がった。また常識の範囲内でトレーニングをしていたらアドベンチャーレースなんてできない！と強く思っていたの

だ。

　　このトレーニングの最中、元イーストウインドのメンバーで現在プロラフティングチーム・テイケイの高畑将之が応援に駆
けつけ、湘南のアウトリガーカヌーショップ・セブンシーズのオーナー塩澤正光さんを紹介してくれた。塩澤さんはアウトリガー

クラブ活動をやっていて、とてもエネルギッシュな人である。塩澤さんにこの日強風で海に出られなかった事を話したら「こ

れくらいの海だったら、俺たちのクラブ員は一人で沖まで出るよ」と言っていた。彼らはライフジャケットはかっこ悪いとし、動
き難い事もあって着用しない。そして「躊躇しないで一回出れば、それが普通になるから」と軽く言う。今までの私もそうだっ

たと、少なからずショックを受けた。

　私が初めて利根川で川下りをした頃、川は春先の増水期だった。だが初心者の私たちにとって、それが普通だったのだ。
通常、リバーカヤッカーは、長瀞のような流れの緩やかな川でトレーニングを積み、ロール（転覆した後に起き上がる技）の

練習も十分にしてから利根川に行く。それが常識なのだ。

　しかし私たちはロールも練習していないのに、春先の利根川を下っていた。ロールができなければ沈（転覆）しないように
するしかない。そのため必死に漕ぐ。それを繰り返し練習していたのだ。次第に沈せずに下れるようになる。昔はそれがで

きたのだ。

　しかしこのトレーニング方法が良いのか悪いのかは、現時点で自分では判断できない。ただ今回のトレーニングを終え、
塩澤さんと出会い、強く考えさせられた。

巻頭コラム
田中正人

　12年という年数を重ねてきた今、自然の怖さや危険を十分に知り、どのような結

末になるかまで容易に想像がつくようになった。これが無茶ができない要因のひと

つでもある。

　しかしこれでは凡人の範囲内となってしまう。いくらアウトドアをマスターしたレベ
ルであっても、所詮常識の範囲内なのだ。世界のアドベンチャーレースで戦うには、

突出した超スペシャリストまでにならなければならない。そうすればもっと厳しい自

然条件でも、躊躇なく入っていけるに違いない。

　6月～7月に北米で開催される【プライマル・クエスト】に出場が決まり、3月半ばにチームトレーニングを行なった。当初、
私たちはカヤックと富士登山を予定していたが、この日、風速13m。あまりに風が強く、予定していた練習ができなかった。

　1日目のトレーニングメニューは湘南でのカヤック。川で練習した後に海に出る予定で河口付近まで行ったのだが、あまり

の強風と大波に私たちは尻込みしてしまい、結局海には出られなかった。もし海に出ていたら、間違いなくメンバーの誰か
しらが沈（転覆）するだろうし、そのメンバーをうまくチームレスキューするだけの明確な自信が持てなかったので、最終的

に安全策を取り、無理のない範囲でのトレーニングを行なった。
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　　その夜は富士山登頂を予定していたのだが、こちらもかなりの強風で、火山灰の石が
たくさん飛び散り、それが体中に当たってともかく痛い。更に上ればもっと風は強いと予測
した私たちは、御殿場口の5.5合目でビバーク（野営）をすることにした。翌朝は風も落ち

着いていたので、滑落停止や雪崩ビーコン使用のトレーニングをして下山した。

　　今回は自然条件が悪かった中でのトレーニングでもあり、常識の範囲内で事故もなく

安全にトレーニングを行なったのだが、同時に目的が達成されず、自然に対しての敗退と

も言えた。
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　国内の山や海などの各界にも、そうしたスペシャリストたちが存在する。私は自分の意識を高めるためにも、こうしたハ
イレベルなスペシャリストたちと付き合っていきたいと思う。そうすることで一般的に無謀と思われる行動が、常識のレベ

ルになっていくのだ。近年、そうした付き合いが減っている事に気がついた。それは自分のレベルが下がっているからに

違いない。

　今回のトレーニングを通して、常にハイレベルなオーラを発し続けられるように、気持ちを新たにした次第だ。



東 風 ２ 月 の レ ポ ー ト

　好天に恵まれた埼玉県寄居町にて、KOCCiトレイルラン講習会を開催した。講師は2005年ト

レイルラン王者となった鏑木毅氏。フォローに田中正人と奥文法が就いた。

　参加条件は日本山岳耐久レース16時間内を目指している事ともあり、遠くは京都など全国か

ら健脚選手たちが集まった。自分ひとりではなかなかできない「追い込み練習」などを経て、疲
労はあったがかなりの満足度を得られたと評価を受けた。

　年々増加しているトレイルラン人口。今年はさらに増えることだろう。しかしその分ハイカーと
のトラブルも考えられる。山を走るには山のルールがある。KOCCiはスキルアップだけではなく、

山のルールやマナー、自己管理、安全走行なども講習に盛り込んでいる。

　日本スノーシューイング連盟主催の全日本山岳スノーシューイングレースは今年で8回目と
なる。今までは日光で開催していたが、2年前より開催地を妙高に変更。田中正人は、昨
年に続いて競技委員長を任され、コースを設定した。

　コースの特徴として、前半にクロスカントリースキーコースで比較的に走り易い部分を、後
半に標高差800mの山岳セクションを設定した。また事前に踏み跡を入れて走行幅を広くし、
追い抜きがし易いように配慮した。

　参加者は約80名。美しいゲレンデで最高の天気に恵まれたレースだった。

　田中正人がコーチを勤める『ひらめ筋GOLDサハラプロジェクト』。 残念ながら『ひらめ筋
GOLD』は3月で終了したが、サハラプロジェクトは続いている。出場を目前とし、美少女アイド

ルたちもトレーニングの山場を迎える。

　「サハラマラソンは7日間走り続けるので、それに備えて連日数十キロ走るトレーニングをしま
しょう」と言う24時間マラソンコーチでお馴染みの坂本雄次さんと田中正人のアドバイスで30キ
ロ×3日間のトレーニングを開催。担いだ荷物は一人6kg 。しかし本戦では7日間分の食料、装
備、ファーストエイド、寝袋など15kgにも及ぶ。もう投げ出すわけにはいかない。体力と精神力、

彼女たちはどこまでついていけるか！？

※放送日は2006年5月6日（土）13:30－15:30　日本テレビ系列　

　登山者が遭難が多発する昨今、山岳ガイドの存在が頼りになる。しかし山岳ガイドの資格も
一度取得すれば良いというものではなく、3年に一度更新をしなければならない。

　田中正人は2003年に日本山岳ガイド協会の資格を取得し、今年がその更新期となった。
富山県立山で雪崩レスキュー、雪山ナビゲーションなど4日間に及ぶ研修を受講。特に雪崩レ
スキューは何度受けてもためになると改めて感じた。

　日本で広まりつつある「ラフティング」。このラフティングの世界選手権を日本に誘致しようとプロラフティングレーサーの浅野重人
氏中心に「ラフティング世界大会実行委員会」が発足され、ラフティング事業を営むカッパクラブ社長の小橋研二氏（以前
Sue’s Barで紹介）、アドベンチャーレース事業を運営する田中正人、竹内靖恵も委員会のメンバーとなった。

　現在までの誘致候補国は、フィリピン、ボスニア、韓国そして日本。この誘致が決定すれば、2007年5月にみなかみ町利根
川に世界中から300人ものラフティング選手が集結し、世界でも通用する春先の利根川で大決戦が行なわれる。



東 風 ３ 月 の レ ポ ー ト

　今年で2回目となったタブスカップ・スノーシューレース（ザ・ノースフェイス協賛、水上高原プリンスホテル協賛、イー
ストウインドプロダクション主催、カッパクラブ共催）。昨年と同コースにて水上高原スキー場で開催した。参加者は40
名。コースはクロカンコースとオフピステの5kmと10km。好天気に恵まれ、走りやすい、しまった雪質でのレースとなっ

た。

　後半はスノーフラッグ。賞品をかけて旗を取るお楽しみ競技である。これには水上高原スキー場に来ていた一般の
スキー客も混じって盛り上がった。

　1月に開催したKOCCiオリエンテーリング講習会の実地版を横浜市円海山にて開

催した。今回は走力一切不要、自分の足で山に入って地図と地形を見比べた。講師
は田中正人とオリエンテーリング日本代表選手の宮内佐季子、アシスタントは伊豆ア
ドベンチャーレースなどレース経験豊富なColumbia UNITE-Xの早川秀人。

　この日の参加者は24名。クラスは初級者と中級者に

分れ、コンパスワークから読図までを講習。最後にミニ
レースを開催したが、完走者はいなかった。そのため
近々、円海山リベンジを行ないたいと思っている。

　登山で遭難者が相次ぐ昨今、頻繁にこの様な機会を設け、登山での自己管理も促
して行きたい。

　サハラマラソンまで後1週間となった。装備も揃い、準備も万全な女子チームの

最終トレーニングに、雨上がり決死隊が激励を贈るためにやって来た。そこに特
別コーチとして、田中正人が初めてアドベンチャーレースに出場した時のチームメ
イトの間寛平さんが登場。間寛平さんはスパルタスロン（246km）や100マイルレー

スに現役選手として参戦している。この日、寛平さんは女子チームと軽いジョグを
し、長距離レースについてアドバイス。

　サハラマラソン常任コーチの田中正人とは12年ぶりの再会。レイドゴロワーズ・

ボルネオ大会がいかに過酷だったかという話に花が咲いた。



名古屋市で『ホリスティックリラクゼーション・ムーン』を経営する小泉さん。最近駅ビルなどで見
かける英国式リフレクスソロジー。『ムーン』もそのリフレクソロジーを提供するのだが、足だけで
はなく、お客様一人一人の体と環境（自然）への関わりを提唱するのが小泉さんのこだわりである。

田中正人がアドベンチャーレースを始めて12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。

「＜ホリスティック＞という言葉はあまり聞き慣れない
のですが･･･」

竹内

「ホリスティックという言葉は、ギリシャ語“holos”
から派生した英語で、「全体的」「総体的」と訳されま
す。具体的には、ケガや痛みがある部分のみを診て対処
する西洋医学に対し、どうしてその症状がでたのかを体
全体、精神状態、環境を含め全体的に診るのがホリス
ティックな医学です」

小泉

小泉昌子（こいずみまさこ）

愛知県蒲郡市出身。1993年に（社）CISV（国際子ども村）のリー
ダーで、竹内と知り合う。以降、秘書の勉強をするために渡米。
帰国後は外資系企業に務める。1999年リフレクソロジーと出合い、
2002年に『MOON』をオープン。今でも竹内の良き友人である。

MOON公式サイト：　http://moon.sub.jp/

「学校に行くと、皆目指すものが同じであるせいか、勉
強していてとても気持ちが良かった。平日はストレスを
溜め、週末はリラックスしている時間を過ごす、という
繰り返しが続き、徐々に平日の自分って何だろう？と思
うようになってきたんです。で、仕事を辞めたんです」

竹内

小泉

竹内「ここまで来るのにすべて偶然だとしても、その偶然を見
事にチャンスとして自分のものにしていますね」

竹内

竹内 「仕事をしながら勉強をし始めたんですね」

「最初からお店を出すつもりはなかったのですが、一つ踏
み出すと、その次が見えてくるんです。そして次への欲も
出てくる。すべてが順調なわけではなかったのですが、最
初からリスクを懸念していたら何もできなかったでしょう
ね。今後は目の前の興味として東洋医学などを勉強してみ
たいと思っています。するときっと次が見えるはずです」

小泉

「お店でのメニューはリフレクソロジーやボディトリー
トメントがメインですよね。小泉さんに何度か足のリフ
レクソロジーをしてもらったのですが、あれって本当に
気持ちいいですね。とてもリフレッシュしました」

竹内

小泉 「リフレックスが反射、ロジーが学問。つまり、反射学と
言われています。要するに体の臓器などを始め、全身を投
影していると考えられている足裏をくまなく刺激すること
により、間接的に全身を刺激して、バランスを整えるんで
す。東洋式リフレクソロジーは割りと痛かったりもするの
ですが、英国式はリラックスを目的にしているので、とに
かく気持ちいいんです。リラックスすることにより血流が
良くなり治癒力が向上すると考えられているんです」

竹内 「なぜリフレクソロジーを始めようと思ったのですか」

「退職するのに不安はありませんでしたか？」

竹内 「いい会社や組織はスタッフが楽しんでいますからね」

「私の場合は始めからリフレクソロジーを仕事にした
いと思ったのではなく、成り行きなんです（笑）。以
前勤めていた職場では膨大なストレスを溜め込んでい
ました。ある日東京に長期出張があって、空いた時間
にせっかくだから映画にでも行こうと情報誌を買った
んです。そしたらその情報誌にリフレクソロジーの紹
介と割引券があったんです。その時は全くそれが何か
知らなかったけれど、面白そうなので行く事にしまし
た。行って驚きました。触るのは足だけで他の部分は
まったく触らないのに、どうしてこんなに心身がじん
わりと気持ちいいんだろうって。で、このリフレクソ
ロジーというものをもっと知りたくなったんです」

小泉

竹内 「お客様はせっかくリフレッシュを求めて行ったのに、
寂しい気分になりますね」

小泉 「ところが学校では生徒が授業料を支払うお客様ですが、
お店となればスタッフはお金を頂く側。なのでプロとし
ての技術が求められます。スタッフになればお客様に提
供できる技術を習得できると思い、スタッフに応募した
んです」

小泉 「でも、そのサロンは、たくさんの人にリフレクソロジー
を広める事を役割としていたので、そんな経営方法もあり
かなと思うんです。でもそのうちに私だったらこうしたい
という気持ちも湧いてきたし、ともかくスタッフが疲れて
癒されていないんです。そんなスタッフが人に癒しを提供
できるのだろうか？と思うようになりました」

「そこで知り合いから場所を借りて友達と二人で自分たちが
思うやり方のサロンを試験的にオープンしたんです」

小泉

竹内

「ホリスティック リラクゼーションというのは単なる
足裏マッサージとは違うのですか？ 」

「私たちはリラクゼーションとしてリフレクソロジーを提
供しているのですが、それは施術に限ったことではなく、
例えばお店の空間づくりからお客様との会話など、一歩お
店に足を踏み入れてから出られるまで、ホリスティックな
リラクゼーションを工夫しています」

小泉

「お店では足や顔、背中といった部位にトリートメント
していますが、ただ単に部分にアプローチしているので
はなく、そのお客様の体全体を考慮しつつ、心も体も満
たされるように心掛けています。来店されるお客様が、
扉を開けた時はトゲトゲしていても、出て行かれる時は
柔らかい表情になっているのがとても嬉しいですね」

小泉

「ありましたね。何をするかも決めていなかったし。そ
したらタイミング良く学校が新規サロンをオープンする
事になって、スタッフ募集の話があったんです」

小泉

竹内 「プロはプロの苦労があるんですね」

「リフレクソロジーと言うのは？ 」

竹内 「偶然で衝撃的な出会いですね（笑）」

「はい。名古屋に戻ってリフレクソロジーについて調べ
てみたら、地元に学校がある事を知り、入学して、毎週
土曜日に通いました」

竹内 「偶然が巡ってくるのもその人の努力でもありますからね。
じゃ、学校で学んだ事を即座に活かせたわけですね」

小泉 「プロトレーニングでは、手が腫れてしまい、夜には何も
触れない状態になるほど練習しました。サロンではアルバ
イトとして働いていました。が、やってみると思っていた
ことと違っていたんです。お客様が次々と入ってくるので、
施術も分刻み。ベルトコンベアー式に足が出てくるんです。
お客様と話をする間もないし、もう少しやってあげたくて
も1分でも延長したらいけないとされていたので、まるで機
械のようでした。人を癒す仕事が何故こんな機械的なんだ
ろう？と徐々に疑問に思い始めたんです 」

小泉



◇コロンビアスポーツウェア　　　◇ザ・ノースフェイス　　

◇SUUNTO　　　◇PROTREK

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）

小宮山　ちほ（こみやま　ちほ）

　学生時代は、大きなザックを背負ってちょくちょく山登りに行っていた。山で見られる景色が好き
だったし、そういう場所で仲間と過ごす時間が大好きだった。社会人になって山からは遠ざかって
いたが、アドベンチャーレースやオリエンテーリングの話を聞いた時、「ぜひやってみたい」と思っ
た。それをきっかけにしてまた山に行けるし、ただの山登りよりちょっとかっこいい…それに同じ趣
味を持つ仲間ができそうだと思ったからだ。

　「アドベンチャーレース」ってやってみたいんだけど、何からはじめたらいいの？という人のために結成されたのが『ア
ドベンチャーレーシングクラブKOCCi』（主宰・田中正人）。

　「KOCCi（こち）」は、イーストウインドの和語「東風」の古文読みで、その名の通り、春先に東方から吹く穏やかなそよ

風を意味しますが、「一つ巌東風の怒濤に突き進む」など強くたくましい意味もあります。

　KOCCiはその名の通り、アウトドアスポーツの新しい風となり、対自然・対人間・対自分へのチャレンジ精神を育むク

ラブで、各フィールドのプロフェッショナルによる基礎講習や実践を通してアドベンチャーレーサーを育成します。

武井　正幸　（たけい　まさゆき）

　4年前、色々なホームページを見ていると、ある1つのホームページの記事
が目にとまった。長野の山奥で「アドベンチャーレース」という面白そうな複合
競技が開催される。詳しいことは分からないが早速会社の同僚を集めて申し
込む。みんな何も知らずに旅行気分で長野県王滝村へ。そう、このレースは
セルフディスカバリーアドベンチャー。みんなほとんどトレーニングなしで出場
した。結果は当然ながらタイムオーバー。制限時間を大幅に超えてゴールに
帰ってきたときには心身ともに疲れ果てていた。これがアドベンチャーレース
との苦い出会いだ。

　それから毎年何レースか出場しているが、今改めて「なぜアドベンチャーレースをするのだろう？」と考えると、正直明
確な答えが出てこない。ただ1つ言えるのは「楽しい!!」ということ。日常では得ることができない”楽しさ”をアドベンチャー
レースでは得ることができる。これからも”楽しさ”を得るためレースに出場する。

　それ以来、レース経験は少ないけれど、KOCCiのイベントやその他いろんなこと
がきっかけとなってたくさんの人に出会うことができた。こうやってどんどん輪が広
がっていくのが素晴らしいなと感じている。　

　あの人のこういうところがすごい！とちょっとあこがれたり、今度はこっちの山に行っ
てみたい！とワクワクしたり。アドベンチャーレースに出会わなかったらこんな楽し
い気分は味わえていなかっただろうなぁと思う。

チームイーストウインドが再び世界に挑む！
　昨年11月にニュージーランドにて開催された【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】にチ
ームイーストウインドが参戦をしましたが、惜しくもリタイヤという結果となりました。
　結果は出せなかったものの、そこから多くの事を学び、そして気持ちも新たに次へのレースにチャレンジ
することとなりました。目標は北米で開催される【プライマル・クエスト】。世界で最も賞金額が高額で、ここ
数年、世界の強豪たちはこのレースに集中しています。そしてチームイーストウインドの参戦権を獲得いた
しました。
　現在、スポンサーとメディアを募集しています。レース期間は6月24日～7月5日。総距離800キロ。是非、
皆様のお力をお貸し下さい。　　　　　　　　

（連絡先：0278-72-9292 イーストウインドプロダクション竹内）


