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　9月30日～10月1日、群馬県みなかみ町でアドベンチャーフェスティバルを開催した。別ページの「東風最新レポート」を
読んでいただければ分かるが、大自然の宝庫をふんだんに使用した、いわばアウトドアアクティビティの祭典である。私

はアドベンチャーフェスティバルの中で究極のアクティビティとなる『里山アドベンチャー』の競技委員長＆コースディレクター

を請け負った。競技委員長は毎年請け負うのだが、コースディレクターは4年ぶりとなる。

　国内最高峰の伊豆アドベンチャーレースが中断されている現在、本格的なアドベンチャーレー
スが国内から無くなってしまっている。これでは国内での普及にも支障が出ることが懸念され、今

年の『里山アドベンチャー』はより本格的なレースコースを設定した。しかしながら、里山アドベン

チャーでは初心者も受け入れているため、これは運営スタッフにとっても大きな挑戦となった。

　昨年より里山アドベンチャーは【初心者向きのアドベンチャーレース】から【初心者から挑戦できる本格的なアドベンチャー

レース】にコンセプトを変えた。よって今年も本格的な冒険レースを体験してもらおうと、より厳しいコースをトライアル的に

作ってみた。もちろん初心者に本格的なレースを体験させるのはかなり大変なことだとは分かっていた。それを実現する
にはスタッフに多大な負担がかかる。

　伊豆アドベンチャーレースでは参加者のレベルが非常に高い。よってスタッフがどうにも補えない部分は、選手自身の

責任で補っていく。しかし里山アドベンチャーは自分でも補えない選手が多くいる。従ってすべてを補わなくてはならない
のはスタッフなのだ。そう考えると里山アドベンチャーは伊豆アドベンチャーレースよりも運営体制が難しく、スタッフの能

力や負担も大きな課題となる。案の定、今回はスタッフに大きなしわ寄せがきてしまった。

　今回は有能なスタッフが集結した。地図読みが得意な人にはスイーパー（最後尾後追い＆
遭難対策）として、ITに精通した人にはGPSトラッキング担当として、リバーガイドにはウォー

ターセクション担当として、ロープを得意とする人にはキャニオニング担当として、野外で活

動したい看護師には医療班担当として、各々の得意分野で活躍できるように里山アドベン
チャーに関わってもらった。

　すべての人が自分の持つ能力を活かし楽しくできるイベントであれば、参加者にもそれが

伝わり、なお喜んでもらえる。ディレクターはすべての関係者がハッピーになれる様に計画、
調整するのが仕事である。

　しかし今回は自分の計画と認識の甘さからスタッフ全員がハッピーとは言えず、不満の声が上がった。私の意識は参加者
に何を体験させ感じてもらいたいかということに集中してしまい、それを実現するためのスタッフの苦労を軽視してしまったと
言える。苦労はあって当然ではあるのだが、情報＆コミュニケーションの不十分さ、本番での想定外のレースの流れなどが、
スタッフのモチベーションに大きく影響する。いつも近くにて協力し合ってきた仲間たちではあるがゆえ、甘えてしまった自分
がいる。逆にそういう仲間にはもっと配慮するべきであった。今更ながら人を使うのは難しいことが良く分かった。

　地理的条件・許認可関係など制約が多く存在する中で、自分のやりたいコースを実現するのはとても難しい。アドベンチャー

レースのような大掛かりなイベントは私一人では何もできないし、抜けがあっては大事故につながる。やはり組織をしっかり

作らねばならない。

　そのためにはまず、自分の希望、目的を聞いてもらい、そして賛同してもらう必要がある。自分のビジョン、コンセプトを明

確にし、きちんと理解して同意してもらわなければ進まない。実務的な面での、長期的計画と役割分担、その管理・調整など

などは文字にすれば簡単ではあるが、実践はかなり大変なことである。しかし、これも自分の能力が問われ、人間的な成長
が試される条件なのだ。競技ディレクターとしても、またアドベンチャーレーサーとしても当てはまる事である。最終的には自

分がデカい人間にならなくてはならないのだ。そして細かい気配りも重要だ。

　運営主体はアウトドアツアー会社のカッパクラブ。1週間くらい前から本業を中断して全スタッフが取り組む。また、みな
かみ町は他社のアウトフィッター仲間も多く、しかも伊豆アドベンチャーレース経験者などもスタッフに入ってもらい、過去

最高のスタッフ陣でこの大きな計画に取り組んだ。

　アドベンチャーフェスティバル全体の渉外、調整をほぼ一人で奔走したカッパクラブ社長の小橋
氏も今年は特に苦労していた。世の中を思い通りに動かそうとしたら、「相手の立場を理解する」
「裏を読む」「手順を踏む」「根回しをする」「外堀を埋める」「要人を利用する」などなど大人の戦
術が必要だ。熱意一本だけでは跳ね返されることも多い。

　しかしそれもまた面白い。今後ともいろいろな試練を受け入れ、更に成長するよう精進していき
たい。
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テキスト：竹内靖恵

　いつもチームイーストウインドを支えてくれる有限会社パワースポーツが発刊しているフリー
情報紙OSJ（アウトドアスポーツジャパン）。そのOSJが湘南にクラブハウスをオープンした。
その記念会に代表・滝川氏のご好意でイーストウインドにプライマルクエスト報告会の機会
を頂いた。

　好天気に恵まれ、日中からアウトドアスポーツのイベントが目白押しの記念会はトライアス
リートを中心に盛り上がった。イーストウインドの報告会は夜20:00からで、既に酒宴真っ只
中。よって多くのトライアスリートにもアドベンチャーレースの存在を知ってもらう機会となった。
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　「ある意味、アドベンチャーレースより過酷だと思う」と田中を唸らせるトランスジャパンア
ルプスレースが開催された。スタート時刻は8月13日00:00。日本海/富山湾・早月川河口を
スタートし、8月20日24:00までに太平洋/駿河湾・大浜海岸にゴールしなければならない。

　前回6日間と2時間で新記録を出した田中正人は「今回は6日間を切ります」と記録更新を目
標としていたが、プライマルクエストで痛めた肉体は、スタートまで回復できなかった。結果2日目でリ
タイヤをしてしまった。しかしこのイベントから学ぶ事は大きい。次回（2008年）は事前調整をしっか
り行い、再度記録更新に挑む。

関連記事　→　❑ターザン9月27号（マガジンハウス）　❑山と渓谷11月号（山と渓谷社）

　湘南の翌日、名古屋にて田中正人によるプライマルクエストの報告会を開催。アドベンチャーレースの魅力、海外レー
スの驚愕さ、チームリーダーとしての使命、そしてなぜ戦い続けるのかなど、田中がこれまでに経験した事を語った。

2006年9月30日～10月1日、みなかみ町にてアドベンチャーフェスティバルを開催。その中の注目アクティビティ『里山アドベンチャー』
は、国内でも屈指の難関アドベンチャーレースになる。今年はオリエンテーリング日本代表選手で元イーストウインドメンバーの宮内
佐季子が難易度の高い山岳ランセクションをデザインし、田中正人が総括コースデザインを担当。初心者でも挑戦できる本格的な
アドベンチャーレースを追求していく。

　「初心者でも挑戦できるというキャッチではあるが、参加者各自が自然でのマナー、自己責任感、危機管理、技術を学び、安全
にかつ自然の醍醐味を味わってもらえるレースを目指して行きたい」と田中。ある程度の技術も要求されるので、出場するのであれ
ば、しっかりとトレーニングに励んでおく必要がある。

　里山アドベンチャーではレースの事前に初心者対象の講習会を開催。里山アドベンチャーに限らず、どんな大会においても参加
者がすべて主催者に頼るのではなく、自分たちの力でレースに出場し、ゴールテープを切っていく事を学んで欲しい。



　今年で5年目を迎えた「アドベンチャーフェスティバル」。　「アドベンチャーフェスティバル」はアドベンチャーレースの「里
山アドベンチャー」、一般者が気軽に参加できるアクティビティーの集合体「お好みアドベンチャー」、メイン会場の道の駅
で行われる「会場アドベンチャー」の3本柱で構成される。元々アドベンチャーレースを観戦型レースにしたい！という気持
ちから、カッパクラブの小橋研二氏、アドベンプロダクツの義村貞純氏、イーストウインドの田中正人の3人が発案したもの
で、「ただ観戦するだけでなく、町全体をアウトドア体験のできるお祭りにしよう！」と4年前に開催した。年々水上町のアウ
トドア会社、商工会、町会議員の協力も増え、ついには町おこしのイベントとされた。住民の手によって町興しをしていく事
が他の市町村の元気の素の一例ともなれば嬉しい限りだ。

　「里山アドベンチャー」が事前申し込みのコンペティションであるのに対し､「お好みアドベンチャー」は当日に選択の上参
加できるレジャー的な要素を､そして「会場アドベンチャー」には会場にいる誰もが参加できて楽しめるレクリエーションだ。

　この3つを1つの会場を中心に同時に行うことにより､より幅広い層の参加者を集め、アウトドアでのアドベンチャー色の
強いアクティビティーを通じて､より深く自然､人間､文化に触れ合う最高の機会を提供することを目的としている。

　　今年の来場者数は2日間で約1800名。年々右肩上がりに集客数は伸びている。里山アドベンチャーも史上最高43チー
ムの参戦となった。（http://www.adventure-fest.com/2006/）

　6月末から7月初旬にかけて米国で開催された「プライマルクエスト」の模様
が放送された。

　1つ目の番組は10月1日（日）18:00～19:00日本テレビ『真相報道バンキ
シャ！』約13分間。こちらは全国で放送されている人気のニュース番組であ
る。2つ目は10月5日（木）同じく日本テレビのニュース番組『リアルタイム』。3
つ目は10月8日（日）13:25～14:25日本テレビ（関東ローカル）での特別番組
『サムライ達の世界挑戦記～世界一過酷なサバイバルレース～』で放送。

　国内においてはまだ知名度の低いアドベンチャーレースだが、今後もメディ
アの方々のご協力を頂き、多くの方にこのレースの醍醐味を知って欲しい。

　※上記番組は日本テレビの川上順氏、中沢一郎氏、カメラマンの西川茂樹氏、石井邦彦氏の尽力により番組制作がな
されました。ありがとうございました。

＜プライマルクエストについて＞

テレビでは放映されなかった裏の顔を田中が語ります。

FM群馬

WALK AROUND GUNMA
ラジオ10月19日（水）

15:00～

＜プライマルクエストについて＞

カヌーライフならではの「ウォーター競技」の醍醐味に
ついて田中が執筆。

カヌーライフ（創工社）雑誌10月10日発売

雑誌 ターザン（マガジンハウス） ＜プライマルクエストについて＞

選手の様々なドラマを間近で見た竹内靖恵が執筆。

10月25日発売
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自然体験を開催する団体を横に繋げる役割を担う笹野守夫氏。離婚、大病など自ら様々な岐路を経
験。今は都会の子供たちに自然との共存を教える大切さを提唱している。

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。

「お久しぶりです。大病をして手術をされたそうですが、
その後いかがですか？」

田中

笹野　守夫（ささの　もりお）

1945年神奈川県生まれ。61歳。芸能プロダクション、議員秘書
の職を経て、現在は自然体験活動フィールドのコーディネーター
を務める。第1回日本山岳耐久レースで優勝した田中正人の
新聞記事を見つけ、レイドゴロワーズ出場に声を掛けた
（間寛平チーム）。いわば田中正人のアドベンチャーレー
スに対する想いへの火付け役。

「自分にコーディネーターの役割が向いていると思い始
めたのはいつ頃からですか？」

田中

「昔からでしょうね。以前はバンドのマネージャーをやっ
ていたんですが、その時は好き嫌いではなく、お金をも
らうために仕事をしていたんです。今の若い人は好きな
仕事をしたくて簡単に転職するでしょ。でも人間は昔か
ら嫌いなことでもきちんとやってお金をもらっているん
です。好きな事をしてお金をもらうのは、寝る暇も、休
みもない。ハイリスクでもある。それだけ受け止める責
任と姿勢がなければならない。それを今の若者は知る必
要がありますね」

「笹野さんはなぜ子供にターゲットを置いたのですか？」

「大腸がんで、結腸の右側を切断しました。おかげさま
で今は転移もありません」

笹野

田中

「親や文科省がブレーキをかけているんですね」

田中

「実は田舎の子供の方が、都会の子供より遊び方を知
らないんです。学校が近くの山や川で遊ぶ事を禁止す
る。子供は自然の中で遊ぶ順応性を持っているんです
が、それを親が消してしまうんです」

笹野

「最近はキレる子供が多くなりましたね。親や友達を
平気で殺す。子供たちに接している笹野さんは、これ
をどう思われますか？」

田中

「彼らが平気で家族を殺すは、道具の使い方を知らな
いから。ロープは首を絞めるものと思っている。本当
はロープは人を助ける道具。ロープは川では人命救助
の道具に、都会では殺人道具になるんです。まずは子
供たちにいかにロープが人を救うものなのかを教える
べきなのです。子供たち向けのサバイバル術というん
でしょうか。それを教えていくのが自然体験なんです」

笹野

「これからは子供たちに私たちの経験を活かした実学を
教えていかなければなりませんね」

田中

「僕たちの子供の頃に比べ、今の子供たちは頭がいい。
自然の中で遊べる能力を持っている。しかしその能力に
気が付かないのが文科省や親なんです」

笹野

「がんを患った事で変わったことってありましたか？」田中

「一度死に直面する事で、無理をするようになりました
ね。いつ死ぬのか分からないから、好きな事、自分のす
べき分野を無理してでもしていたくなったんです。人生
を振り返らない。見つめる必要はないんだって思ったん
です。それよりこれからやるべき事を考えようって思う
ようになりましたね」

笹野

「そして見つけ出した事が今のお仕事なんですね」田中

「知り合いが10年位前から自然体験活動『世田谷アドベ
ンチャークラブ』というのを作っていたのですが、どう
も横に広がらない。こういった自然体験活動をしている
団体はたくさんあってもバラバラなんですよね。だから
仲介役をしようと思ったんです。マウンテンバイクやカ
ヤックなど、その道のプロに声を掛け、より大きくして
いこうと思ったんです。一人では限界があるけどコラボ
（協力・共同）する事でもっと広がると思ったからです」

笹野

「コーディネーターができる人って貴重ですね」田中

「指導員の免許を取得している人は多いけど、それを活
用する人が少ないんです。だからこそ各分野をつなげる
コーディネーターが必要なんです。それを『いかに子供
に体験させ、社会に還元するか』なんです。僕は世田谷
中心に活動したかったんです」

笹野

笹野

笹野 「アウトドアを本当に広げていきたいのなら子供たちへの
自然体験活動をサポートして行くべきです。将来を背負う
子供たちに理解してもらう事が大切。子供は自然体験をい
つまでも強烈な印象で覚えています。彼らが大人になった
頃、その体験が何らかの形で社会に響いてくるんです。企
業も同じ。今売れるところしかターゲットにしていない。
だから10年、15年サイクルでは同じ物は売れなくなります。
アウトドアの普及下降を食い止めるには企業・民・官でコ
ラボして子供に教育を施していくべきなんです」

「アドベンチャーレースもそうなんですが、自然の中で
体験をさせようとすると、特に『官』は難色を示します
ね。危険が直結すると考えるからでしょうけど」

田中

「サバイバル技術やチームワークなどを学ぶアドベン
チャーレースはすばらしいソフトだと思います。そこ
で田中さんにひとつお願いです。今後は子供たちにも
アウトドアスポーツを通して、自然のすばらしさを伝
えていってください。私ができる事は何でも協力しま
すから」

笹野

「そうですね、よろしくお願いします。アドベンチャー
レースは究極的には贅沢な大人のスポーツだと思うので
すが、子供たちにはたくさんの自然体験を経験してもら
い、将来アドベンチャーレース界を背負ってくれる人が
日本に出てくる事を期待しています」

田中



鈴木　真樹子（すずき　まきこ）

　アウトドアメーカーに勤める友達からの「アドベンチャーレースに出てみない？」という誘いを
きっかけに友人４人で『ももいろ学園アドベンチャー部』を結成。私だけ訳分からぬままレース
に出る事に。その時一番尻込みしていた私だが１回のレースですぐさまアドベンチャーレース
の魅力にとりつかれてしまった！

　その後もトレイルラン、シーカヤックなどアドベンチャーレースに携わる全てのレースに積極
的に参加。今はトレーニングも含めて１つ１つの競技全てが楽しくてしかたがない。よく醍醐味
は何？と聞かれるけど、一言じゃ言えないんですよね。

　トップの世界はいったいどうなっているのか？とにかく知りたい。しかし、それ
を叶えるためには自身が強くなるしかない！

いまは勝負をしたくてたまらない。前後に位置するランナーたちを見て、ピリピ
リと感じる焦燥感。これがフィニッシュ後には、スーッとつきぬける爽快感に変
わるこの感触。これは一度ハマルとやめられない。

KOCCiの仲間と共に、これからもガンガントレーニングしてドンドン強くなるゾ！

発行元：イーストウインドプロダクション田中正人・竹内靖恵）

群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢637-M302　TEL&FAX 0278-72-9292

原田　敏峰（はらだ　としみね）

　レース直後は全開フルパワーで、もうこれがゲンカイ！って思うが、ひと晩明けると、来年へ
の対策を考えている。いつもこの繰り返し。

レース中、乳酸にヤラれるカラダからの悲鳴を聞きながら思う。「ああ、先をいく選手たちは、
いったいここをどうやって切り抜けたのだろうか？」

これほど自分の身のほどを知らしめてくれる瞬間はない。

　チーム競技である事、男女混合である事、多種目である事、地図読みがある事、
アドベンチャーレースの定義とされている事全てが魅力だと思っている。

　昨年は思い切って伊豆アドに初参加。力不足を感じたものの始めに尻込みして
いた時よりはるかに成長している自分がいる。

来年はまた大きなレースにチャンレンジしたいなぁ。

◇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）

世界中のアドベンチャーレースで活躍するチーム・イースト
ウインドでは、トレーニング生を募集しています。

群馬県みな
かみ町

チームイーストウインド・
トレーニング生面接

11月3日（金）

今年里山アドベンチャーで最も難易度の高かったブッシュを
復習します。レースではなく、講師がきちんと説明しながらコ
ンパスワークをしっかり学びながら進みます。

群馬県みな
かみ町

里山アドベンチャー・リベ
ンジ

10月21日（土）

備考開催地企画／レース日程


