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196ジ ム カー ナ グ ランプ リ第 4戦 九 州 大 会の 報 告 書

GRA広 報部

拝啓 涼風の候 ます ます ご清栄の こととお喜び 中 しあげ ます。平素 よ り〃、た ちの活動に

対 しま しては格別の ご質 顧 を賜 り、厚 くお礼 申 しあげ ます。

型、達は、 9月 22日 (日 )に ジム カー ナグ ランプ リ第 4戦 を開催いた しま した。主催は

チーム コスモ ス.会場 は 福岡県久留米 市の久留米 Hi交 通公囲です .

折 し′もこの週は統計的 には台風が 日本 に近づ く確率が最 も高い との こと,で も嬉 しい こ

とに、 大会 当日頭上 に広が つていたのは真 つ青な秋晴れの空で した。 この 日は違 く海 を渡

つて きた西 日本勢 と地 元福岡や熊本 人 分勢な ど女 1■ 16名 を合む総熟 60名 の選手達が

参力Πし 楽 しいひ と ときを過 ご しま した .

「受理 した くさ (受 理 しま した とい う意味 ら しい )」 とい う受理書 を片手 に受 けをす

ま し、初めての会場 と難 解な コー スに ドキ ドキ しなが らまず下見。 今回の コー ス|よ 同 じ所

を 2回 通 つた り「ち ょうち ょ」セ クシ ョンや「でんで ん虫 Jセ クシ ョンとい つたデ ィテー

′レに凝 つた も )́や  具いパ イロ ンスラロームの後にア クセル全開の長い直線、地雷の様 に

パ イロ ンを並べて接触 しない よ うに通 るコー スと、ジムカー ナの技の要素がい つぱいつ ま

つた、なかなか楽 しませて くれ そ うな ?コ ー スで した 。第 1ヒ ー トでは 多 くの人が コー ス

で待 ちか まえる「 ち ょうち ょ」や「でんでん虫 」に惑 わ され て ミス コー スの嵐で したが、

めげ ることな く第 2ヒ ー トではみんな持 ち llの 力 を発揮 して 色々なバ イ クが コー ス上 をひ

らひ らと楽 しそ うに舞 つてい ま した。

今回初めて ジム カーナ大 会を主催 した とい うチーム コスモス¢)皆 さん をは じめ 九州の

皆 さんは元気な人ばか り !前 日に博 多名物の屋台巡 りを しておい しい博 多 ラー メンを食べ

たllど 、みんなが元気 い つぱいなのは このおい しい ラー メンのせ いて しょうか。

みんな終わ つた頃 にはす つか り仲 良 しにな つて とで もいい笑顔で閉会式 を迎 え、おい

しい博 多 ラー メンと共 に楽 しい思い 出 もい う l」 いお土産 に して会場 を後 に しま した .

この グランプ リに協賛 L´ て下 さつてい そ,皆 様、本 当にあ りが とうござい ます。 今年の 4

月広 島で開幕 された '96ジ ム カー ナグ ランフ・りは 人盛況の うちに第 4戦 九州 大会 まで

終了 しま した。 これか らさ らに第 5戦 愛力大会 、最終戦 とな る)第 6戦 京都 大会 に向か つて、

そ して さ らに多 くの地域 に ジム カーナク ランプ リの波 が広が そ)よ うに活動 を続 けて まい り

ますので  ど うぞこ′1か Fぅ もご支援いただ きます よ うよろ しくお願い 中 しあげ ます。

敬 具


