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大 阪 GPに 参 加 す る 情 君 ここ 告 げ る [

大阪に程近い古都京都のはずれ、日立 ドライバーズスクールには「黄金色に輝く宝Jが
眠っているという。その宝を得るには「恐怖心」という魔物の住む伝説の迷路を通 り抜け
なければならない。その為には「 告記モ卦ぃ 」 と

「 根 t」 とそして何より
「

装 備 」 拠 要なのだ !

コ‐ス

くその|〉黄金に輝〈衣装:迷路上に現れる魔物より身を守る為に必要だ

★ジムカーナ走行にお、さわしい安全な服装である事。従って走行時の半袖、
グル履き、グロープ無しは不可です。

★今回のパーティカラーは
'金

色』です。金色の衣装、
させる衣装を自分なりに考えて着飾って下さい !

(黄金バット、ッタンカーメンetc大欽迎 1:・ ・

|し くは『 黄金伝説』をイメージ

′

ヽ

ヽ
′
　
′

、
、 ′ ′

′

くその2〉貢ぎ物:聖なる迷路に棒げ、魔物を鎮めるのだ

★パーティ恒例 rぉ楽しみプレゼント交換会Jを 行います。1,50o円 位の『貴金伝説』にお、
さわしい豪華なプレゼントを用意して下さい。

★綺麗にブレゼント用にラッピング (包装)し メッセージヵ―ドを必ず添えて下さい。
(名前は明記しなくて結構です)         熱

このジムカーナバロティはジムカ…ナのお祭り
です。ただ速さ、技術を競うだけじゃ物足りな
い|みんなの「遊び心」で会場を大いに盛り上
げて、楽しいバーティにしようね!
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伝説の迷路を見事制覇し勇者として永〈語り継がれるのは誰だ|



大阪GP黄金伝説にェントリーされました皆様ヘ

今回の大阪CPは、第 10回 GRAパーティの日でもあり

ます。パーティには毎回テーマやテーマカラーが設けられ

ており、よリー層 ジムカーナを遊んでしまおう !と 内容に

工夫を凝らしてきました。

そして今回のテーマ、 {大阪GP黄金伝説}のイメージは、

開催地である日立 ドライバーズスクールに眠る『黄金色に

輝 く宝Jを巡って、『魔物の住む伝説の迷路Jを くぐり抜

けるア ドベンチャース トーリー。

どうぞコース設計者 S氏のアイディアたっぷりが渦巻くタ

イムアタックコースをお楽 しみください。

テーマカラーは {金色}なので、会場内をGOLDで 埋め

つくしましょう。おばっちゃまの金ブレザーで もよし、金

色マントなら黄金パ ット、小判を散りばめた金色 ドレス…

とにかく金色 もしくは黄金伝説のイメージで、キンピカの

お衣装を期待 しています。

さあ、ベス トドレッサー賞は誰の頭上に輝くのかな??
そして、栄光 ?のワ‐ス トドレッサー賞は誰だ ????
なお、どうしても黄金伝説についてイメージがひらめかなかった方には、当日

専属スタッフによる美しいメイクアップ等をご用意させて頂いております。
一同待ち申し上げております。どうぞご安心の上いつもの格好でご参加 くださし

それから{貢ぎ物}と {メ ッセージカード}をご用意くだ
さい。中身のお値段は1500円 相当で、もらってうれし

いものをお選びください。そして、一日遊び疲れて最後に

ブレゼント交換 したとき、心がホッ !とするような素敵な

メッセージを添えてくださいね。誰が見ても豪妻であると

納得できるラッビングである方が貢ぎ物やお宝らしくて、
パーティのイメージに合うと思います。

貢ぎ物やメッセージカー ドについてもイメージがわかなかっ

た方には、若千こちらで用意させて頂いております商品を

購入 して頂きますが、もれなく専属スタッフによる美しい

メイクアップ等が、貴方を更に黄金伝説に相応 しく変身 し

て頂けるよう、お手伝いさせて頂きます。

このように、 1995年の集大成、 11月 19日 の大阪CPは、速さ、技術を競うだけで

なく、皆さんの遊び心とアイディアが勝負です。 どうぞ日頃の憂さ晴らしや、自分の知ら

ない新しい自分を発見するためにも、 《大阪GP黄金伝説》にご協力ください。

そして貴方の演出でジムカーナのお祭りを、一緒に楽しんで大いに盛り上げましょう。

バ
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○大 予 想 :  そ の ■

さてさて注目のシリーズ トップ争いだが、ポイント表に出ているように清水君が230ホ.イ
ントで トッ

プだ。彼は東京に住んでいるけど、ジムカーナ参加はグランプリ第 1戦が初めてだったのだ。そして

シリーズ途中には車両をCB750からプロスに変更して練習を重ね、タイム指数もEク ラス間近にまでな

っている。でも残念な事にホンダに内定している事もあって、今度の大会には不参加となってしまっ

た。でも、ランキング争いには当然無視出来ない存在だ。 !
そして、何より大注目株は225ホ・イントの白石君だ !彼は若干 18歳で今年はメキメキ頭角を表してきて

おり、時折不安定なメンタル面を走 りにも出してしまう事もあるけれど、GP l戦はAク ラスから始めて、なん

と !先 日のレッスンではタイム指数・ 9648を 叩き出してしまった !!堂々のEク ラス参戦だ。その為、

最終戦へのエントリー時点で彼の有効ホ
.イ

ントは290ホ.イ
ントとなっていて段 トツの トップ。彼の活躍のお陰で

一部老年グルーフ
.か

らは年齢別クラス分けの出てくるとの噂も……。

さてさて、その白石君を追うのは4番手の花田サン。彼女もBク ラスからスター トして今ではもう少 しで

Dクラス入りが狙えそうなホ
.シ 'シ ョンまで来ているのはすごい !仮に彼女がいい走 りをして、クラス1位、クラス

アッフ
.、

指数アッフ・合わせての獲得ホ'イ ントは 110ホ .イ
ント、合計有効ホ

.イ
ントは295ホ'イ ントとなる。だからちょ

っと苦しいけど、白石君が 2ヒート共にミスコースすれば総合 トップの夢もあるし、現在 Dクラストッフ
.の

清水君を

抜いて Dクラスシリース
.チ

ャンヒ
.オ

ンの夢や、クラスアッフ
.し

なくたって当然 Cク ラスシリース
.チ

ャンヒ
.オ

ンの筆頭候補なのは間違

いなく、彼女が今シリーズのホ
.イ

ントランキンク
・の台風の目なのだ !彼女の走 りにみんな注目。

○大 予 想 : そ の 2
さて Eクラスのシリース'ラ ンキンタ

.争
いだが、段トツの白石君を除いてはまだまだ波乱含みの展開となりそうだ。

老妖怪 。小林は着実に全戦参加してホ
.イ

ントを獲得 しているが、有効は4戦のホ'イ ントの上にこれ以上大き

なホ
.イ

ント獲得チャンスは少ない。きっと同情ホ
.イ

ントさえもらえないに違いない。 Fクラス新設か ?いや養老院

クラス設立の方が可能性が高い。続いてシリーガ上位争いに加わるヒ'チ ヒ
.チ

若いのを紹介しよう。先ず畠山君

だ。大学院生の彼は来年卒業と共に石川県から帰郷 ?し て就職するので、ぜひいい成績を納めて欲し

いところだ。最終戦でタイム指数を少しでもアップさせて Eクラス4位以内に入れば、Eクラスシリース'ランキング 2位

になる可能性は大だ !で も、その畠山君をおびやかす存在が他に4名はいる。武井君、吉川君、下原

君、そしてファンキー18歳・藤本君だ。彼らは全員 Dク ラスのトッフ・クラスにいるので、最終戦でクラスアッフ・ホ'イント獲

得のチャンスは大だ。特に藤本君は新しいハ'イ クFZR400SPに も乗 りなれてきており、あの白石君に「アイツには

勝てない」と言わせている程に、調子に乗ると"早い"。 タイム指数を3%以上縮めてくる事があれば、予

想獲得合計ホ
.イ

ントは240ホ .イ
ント以上 !危ない畠山 !! アッ?僕 もアプナイ?!

もちろん、着実に早くなっている武井君や、時折キレをみせる吉川君、そして最近練習量がハンパで

はない下原君、みんな Eク スのシリース'ランキング争いや Dクラスのシリース'ト ッフ
.争

いに加わり、清水君のポイントを超

えてしまう可能性はある。でも、花田サンの走 りには気をつけるベシ。

ところで、 Dクラスのホ
.イ

ント争いはそれだけではない 1 0SF1200に 乗 り慣れてきた茅中君、前戦愛知GP
でいい走 りを見せた高本君も見逃せない。そして、現在 Cクスの名古屋のホーフ

.・
鬼頭君がダークホース

だ。彼のタイム指数は 11004!も うDクラスは目の前だ。タイム指数を 1%以上伸ばしてくれば予想獲得

ホ'イントは240ホ .イ
ントで清水君のホ

.イ
ントを抜いてしまう。どちらにしても、Dクラスは230ホ・イント以上の争

いが見られる事を期待していい。

さて Cクラスのシリース
.ラ

ンキングとなるとさらに分からなくなってしまう。現在トッフ
.の

花田サンに続 くのは、

最近急成長の堀越サン。彼女には頑張つて欲しいのだが、正直にいってクラスアッフ
.の

高ホ
.イ

ントは狙える位置

にはいないので、いい走 りをしてホ
.イ

ントを稼ぎ、追撃している鬼頭君とのリート
・
を広げ、花田サンにはフ

.レ

ビントをあげて Dクスに入る走 りをしてもらうとシリス'チ ャンヒ
.オ

ン!も う少し早い段階からシリース'戦に参加し

ているともっと楽な展開だつたと思われるが、どちらにしてもトロフィー獲得・当確か !?で も忘れてる

大事な人を !現在 Bク ラス2番手につけている篭谷サンだ。彼女は全戦エントリー・全戦自走参加の素晴らしい

実績をあげている人。最近はチョットなりをひそめているが、新しい却ヾ ―夕
.に

も慣れてくる頃。以前の様

に走る度に着実にタイム指数を伸ばしてくる筈。そうすれば予想有効ホ
.イ

ント合計は210ボ イントとなり、あ

の小林さえ抜いてしまう事にも !どちらにしても要注意。

そして Bク ラス。このクラスはもっとわからない。現在トッフ・は最近結婚 した愛知のCB400SFの塩川サン。でも

彼女は今回エントリーしていないので、彼女の 120ホ .イ
ントは変わらない。当然このホ

.イ
ントを抜いてくる者は

先の篭谷サンか、または意外や意外 (失礼申しました)山 口明男サンが出てくる可能性も大 !で も塩川サン

のトロフィーは当確か ?
お 矢口 13 tr ! 1  11月 19日 当日のお昼休み、各クラス別シリース

｀
ランキングトッフ

.予
想のトトカルチョ?し ます。

全クラスのトッフ
.を

正解予想した方には豪華景品を用意 !みんな参加 してね !!



《 `95年 θ″ ジ仏″―〃 ンえ4物語 》
BY 神戸のGRA娘

1995年 って、本当にいろんなことがあった。でもきっと、GRAを知 らなかったら、私の毎日ってもっともっ
と悲惨だったろうと思う……。震災の数日後、瓦礫の街に駆け付けて下さったり、御支援 して下さったGRAの皆
さん、いろいろ本当にありがとうございました。神戸では生活の全て力

'思

い通りにならない毎日。一時は神戸脱出
計画も試みたのですが、GRA活動は当初の予定どおり着々とグランプリ (以下GP)の準備を進めている事を知
りました。最初GPって何かわからなかった。今年からGRAパ ーティが無くなってしまったんだと思った。 く全
国を転戦 します》 くポイント制度〉一体何のメリットがあるの ?私は全くバイクに乗る意欲を無 くしていたのだ。
でもみんなに会いたくて、京都GPの日立へ車で連れてってもらいました。

舅冨 1単 贅 京都 ′′ そこにはこの日を待ちかねていた、全国各地のジムカーナ大好き人間達が集合 していた。

そして彼らのコスチュームは、ウェディング ドレス・柔道着・越中も、んどしに割烹着、バイクでは=ムぉ揃いホヮ
イ トプロス……今日のテーマは 降 け京都 GP』 テーマカラーは『輝 くような白』。『京都観光マップ』と呼ぶコー

ス図には、いつものパーティと同じくアイディアがタップリ。そう、いつものGRAパ ーティとおんなじだ～ !ゃ

る気のない私はGPの招待状をよく読んでいなかったのだ。会場内にはあの震災の影も形 もない。たった 2回、こ

のコースを走るために、彼 らはどんな苦労 も厭わない。そして、みんなで作りあげていく一日。みんなで楽 しむ一

日。みんな精一杯自分の出来ることしよう !と 動いている。そして、この日の精一杯はきちんとタイムで評価され

る。これがGRAの ジムカーナなんです。そして私は毎回、エキスパー ト (E)ク ラスの疾走が楽 しみなんです。

初めて彼 らが、狭いコースの中でアクセル全開して急ブレーキ、パイロンをクルッと」ヽ回りする姿を見たとき、ホ
ントにこの世のものではないなと思いました。あとで Eク ラスは 《妖怪クラス〉と呼ばれる事を知って納得 しまし

た。ハラハラ ドキ ドキA・ Bク ラス、負けるもんかのCク ラス、ちょっびり過激なDク ラス、妖気漂うEク ラス。
そんな彼らの姿を眺めることが出来て、私はこの日久 しぶりに幸せな一日を過ごしました。終了と同時にどしゃ降

りになり、ヘルメット越 しに手を振る笑顔。次回の再会を約束 して京都を後にしたのですが、後日各地域から寄せ

られた感想文には、それぞれの持って帰った くGPのおみやげ〉が熱っぼく語られていました。

飼営 2単 員 割 ‖′′ さてぃょぃょ初めての海外遠征 !?香川GPo CP前日オプションの く恐るべき讃岐うど

んツーリング》で讃岐 うどんの源流を散策、貴重な体験をしました。夜はもちろん大宴会。そして、前日の快晴は
どこへ行ったやら、会場は朝から大雨。でもね、そんな雨の中、いろんな ドラマがあったんだよ。みんな雨なんて

全く気にしない。 3回 も飛ぶRGV―
「

、こんな路面でそこまでバンク!?のザンザス、CB-1嬢 は堂々Bク ラス

優勝だし。ほ～んとみんな思いっきり走るもんだから、タイムアップしてポイント稼ぐ稼 ぐ。計測終了後のフリー

走行でもまだ走りまくってました。どうしてこんなに元気なのか、全 く私には理解出来ない。ただ、元気な人達見
てるのってとっても楽 しいし、こっちまで元気になっちゃう。何だか困思議なパヮーがあるみたい。CP終わって

も降り続 く雨、でもGRA御―行様はフェリーの中でも大騒ぎしちゃいました。

自営 3単 員 長野 ′′ 今年の夏も例の如 く暑い。せめてお盆の曰 11で避暑でも…とキャンプしにやって来まし

た長野 GP。 一部では合宿訓練に励み、あるキャンプ場ではGPが後夜祭だ !っ て大宴会 してたし、なぜかゲー ト

前で野宿 した人もいる。これぞ 《遠征の醍醐味〉。朝のうち快晴の会場は 《長野名物超ロングコース〉。関東のツ

ヮモノ達が妖気を漂わせてるし、二日酔いと戦う人達もいる。ギャラリーのいるゴール前で、フリーターンや 8の
字なんて見せ場があるもんだから、カッコいいところを見せつけて !?拍手喝采を浴びてる人もいました。そしてやっ

ばり終了間際に雨が降り、 3回連続 くかっぱ)のお世話になるGP参加の皆さんで した。

舅営 4単 員 広島 ′′ 芸術の秋・食欲の秋・台風の秋…主催者邸には開催をt配する電話が鳴りっばなし。そ

う、広島GPは く台風 14号)の真最中。ところが会場には匁常者も少なく、北陸から九州まで 96台、100人
以上が大集合。スター ト位置のとなりには、 《メンバー特製広島風お好み焼き〉の屋台からソースのS、わ～っとい

い香り。第 1ヒ ー ト終わったら食べるぞ、待ってろよ !と気合い一発、ゴ=ルするなり屋台に群がって熱々をパク
パク。美味しくってもう大満足。プレゼント交換で くもみじ饉頭》を頂き、食欲の秋を十分満喫し、台風と,緒に

移動するGRAは く嵐を呼ぶ軍団〉でありました。

第 5戦 珈 ″ 最 終 戦 漸 ″ 癖 までは皆さんの方からGRAに来て頂い0ま した。そ

して今年は初めての試み、全国各地を転戦 し、GRAと同じ夢を持った仲間に出会うため、CPを開催 してきまし

た。おかげで京都で、香り|で、長野で、広島で、今まで知らなかった く素敵な仲間〉と 《GPのおみやげ〉をたく

さん手にすることが出来ました。同じ釜の飯を食うってとても大切なことですね。遠征する楽 しさを党えました。

今ごろやっと くGPっ て何なのか〉がわかってきました。今月は愛知GPがあり、そしていよいよ 11月 、 `95
年の最終戦である大阪GPがやってきます。 10回目の記念すべきGRAパ ーティの日でもある 《 `95年GRA
ジムカーナCP物語〉のEpi10gueを 飾るために、着々と準備は進められています。わざわざそんなとこま

で行ってまで走りたくないわ !と思ってた方。行ってみれば行ったなりの収穫は必ずあります。GRAの く素敵な

仲間〉達が全国から集まってくる大阪GPに参加 して、一緒に楽 しみながら く'95年GRAジ ムカーナCP物語〉

を完成させましょう。きっと後で思い出してみて、とっても幸せな自分に気がつくはずだから。
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|テ
ィを含まれ走ヽ行タイムから計算します。

2非登録会員の方は、奮製′ヽガキ1枚に1名です記事項をも|れなく1記

送付下さい。  初参加の方も大歓迎 !||   ■ || |■ 1

,F登録会長の方は、冒留 uキ 1枚口 名で下記事項をもれなく記入
?上
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■車両レギュレ…ション ■スタッフ編成表
前略、平素より私達の活動に対して橘

"り
おヨ|き立てを賜わり、誡にありかとうこ

さて、私達ORAはジムカーナをより多くの方々に知つて頂く為の活動をしており

を受けす正しく認知される為と、参加する方に不公平感を与えす長く

:  8名
1  全 員

1  2名
1  0名

※例…」MCA認定マフ

認められません。

2) ヤ……誰でも購入可能な

タイヤ

3) ル……市販状態とハン
※例…セパレート型ハンドルから′

4) ― ル …ホイコ レは市販状態か、

5) フレーム関連……フレーム、スイングアーム、

大幅なカロエが加えられてし

6) 外 規 定…… a

b

C

d

市販状態のままでありてもl'

音が許容範囲を超え

上記の項目及びそ 広饉 当部円

マネージャー :

渉外担当

“

円

マネージャー :

器材担当A●3

マネージヤー :

精神に照ら

●レギュレーションの週応イベント
.95年

度は年6回開催のジムカーナ

●GRAカロ盟0ジムカーナ運営団体 会計3合担当 マネージャー :小山

TSRA(東海セーフシ ーライダーズ アソシ
ジムカーナ クラブ舞、GRA長野 0上記の表は予疋Cす。 1参加申込み書1にはこの表から希望するスタッフ職を選んでこ記入下さい。

どのスタッフでもよい方は「何でもOK」 と、新しいスタッフ職を考えた方はそのスタッフ名と

その内容をこ記入ください。《解釈上の不明点はGRA事務局までお問合せ下さい》

保持にも充分に醐意し、そしてナン (―プレート付き車両でのモータ■スポ■ンとして共通項の多し、4Ⅲ沖 ■オ ■|

のレギュレーションを大いに参考にしております。          ■■      ●  ■| ■  ｀■ヽ |■

||        |     |■        ■1 1■
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1)エンジン関連… ェアクリーナ及びキャブレターからエンジン本体をしてマフラーまでの部品を、tL力向上|‐

■′

や軽量化などの効果のある部品への交換及び加工が加えられていない事:|     | ‐
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