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今年 も 「夏 い暑 」、 じやな くて 「暑 い夏」で したね 。そんな夏 を涼 しく過 ごそうと第
3戦 日とな つた GRAジ ムカーナグラ ンプ リは、 8月 16日 長野 県で行われ ました。 し
か し長野も暑か つた 、 といつても照 りつ ける太陽の暑 さではな くて、会場 とな つたアル
ビコ 自動車学校 は全国各地 のラ イダー達 の<熱 気>に 満 ちて いま した。 というの も長野
県は関東 と関西の丁 度中間位 の所 に位置す る こ とか ら、嬉 しいこ とに今回関東方面 か ら
の参加者 も多 く、文字 どお り全国各地のライダーが この 日この会場 に集結 したのです 。
ところで このジム カーナ グランプ リの最大の特徴であ る 「ポイ ン ト制度」 のことはも
うご存 じですか ?シ リーズ 6戦 通 じて クラス入賞や総合入賞 は勿論 、実力の 目安 として
GRAで 算出 して いる「 タイム指数 」をもとに して指数 アップ、クラスアップな どの実
カア ップに対 してもそれぞれ 「ポイ ン ト」が与 えられ、 「参加す ることに意義 がある」
というこ とで惜 しくも入賞 と実カ ア ップを逃 しても、参 加 して コース を一 回でも完走す
ると「完走 ポイ ン ト」が与 えられる、 という制度 です 。そ してそのポイ ン トは シ リーズ
最終戦 にお いて、個 々の成績 の良か つた 4戦 を対象に して合計 され 、総合又 はクラス 別
(最 終所属 クラス )で 高 ポ イ ン トを獲得 した選手上位何名 かが表彰 されます。
第 2戦 までのポ イ ン トラ ンキング トップは、今や GRAの アイ ドル的存在 となつた若
千 18歳 (に なった ?)、 神戸在住 の 自石 健君で した。そ して第 3戦 でのポイン ト集
計結果 、総合 では またもや 自石君 が トップで した。今回 はスズキ GS400Eに 乗 り換
えての健闘 で第 2ヒ ー トゴール 直前 で大転倒 を しつつ も タイム指数 ア ップでポ ィ ン トを
稼 ぎました。 2番 目は石川県か ら参加 の TZR250に 乗 る荒井 久貴 さん 。彼 は大幅
なタイム指数 アップ と同時 にクラスア ップ、そ して Cク ラス 上位 とい う成績 で今回第 3
戦参加者中最高ポ イ ン トを獲得 し、参戦 2戦 目で見事 ポ イ ン トラ ンキング上 位入賞 を果
た しま した 。
なんだかアメリカ ン ドリームとい うか一 発逆転 とい うか (?)こ のポ イ ン ト制度 には
こんな面 白味 があるんだな あって思 いました。 がんば つた結果 が うまく本番 で発揮出来
れば、その結果が 目に見え るつて感 じ。 でもその得点が少な くてもがつか りしな いで 。
大切 なのは得点 の 多 さじやな くてそれ を どうや つて獲得 できたか、だ と思 い ます 。実 力
発揮 出来 て タイム指数 が少 しだけど上が つたか らだ とか、惜 しくも実力発揮 は出来 なか
つた け ど遠 いところか らがんば つて 参加 してちゃん とコース を完走できたか らだ とか 、
どんな得点 でも一 人一 人 自分 な りの 意味 があるはずです 。その得点が少な いことを悔 し
く思 うのな ら、次回がんば つて参加 して いい結果 が残 せ るように努力すれば いい し、少
ない得点 でもその意味が 自分 で満足 出来れば喜 べ ば いい し、自分 が どれだけがんばれた
かの証拠、それが この「ポ イ ン トJで でも知 つてもらえれば幸 いです 。
この ポイン ト制度 は先程 も述 べ た ように 95年 シリーズ 6戦 の うち成績 の 良かつた 4
戦 を対象に算出されるので、全戦参加出来な くてもまた第 3戦 までは成績 がふるわなか
つた人 にもまだまだ上位入賞 のチヤ ンスはあ ります !次 回第 4戦 は 9月 23日 広島にて
開催 されます ので 、ぜひ参 加 してみて下 さい。 また全国各地の人達 と一緒 に楽 しいひ と
とき を過 ごせ るこ とを楽 しみにして い ます
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爽やか信州で の第 3戦 、で もや っば り雨 は降 るの よね
こんにちは、 LB読 者 の皆 さん。私たち GRAは 、今夏最大 のイベ ン トGRAジ ムカー
ナグラ ンプ リ第 3戦 を、 8月 16日 、長野県塩尻市 アル ピコ自動車学校 にて開催 しま した。
このところ雨続 きの GRAに 珍 しく、初秋を感 じさせ る爽やかな信州 の朝 はとって もい
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い天気。大会会場 には、一週間近 く前 か ら練習合宿組、前 日キ ャ ンプで大騒 ぎ組 と泥酔宴
会二 日酔 い組、当 日はるばる自走組 (自 走遠来 レディスは、徳島の中山選手、福井 の原 田
選手、大阪の伊藤選手 と籠谷選手です)そ れか ら会場ゲー ト前露天宿泊 の哀れ な 18歳 な
どなど、関東、東海、北陸、信越、中国、四国、関西か ら集合 して来 た 87名 (う ち女性
13名 )の 選手たちが、早速受付時 に配 られた コース図を手 に会場内を歩 き回 っています。
今 日の コースは、 いつ もな ら遅 い クラスで も 2分 くらいで帰 って くるの に、速 い クラスで
さえ 2分 以上、遅 い クラスな ら 4分 近 くかか る、 と って もロングな コースなのです。駐輪
場の方 には、自走組や ワゴン車や トラ ックか ら下 ろされたバイクたちが戦闘準備を整 えて
出番を待 っています。 ライダーズ ミーティ ング終了後、す ぐ第 ■ヒー トが開始 され、 Aク
ラスか らゼ ッケ ン順 にウォームア ップエ リアに入 りま した。 A(初 参加 )ク ラス 35名 中
過半数 が東京、埼玉、神奈川、栃木、群馬 か らの関東勢 で、彼 らのウ ォー ミングア ップを
見 る限 り、 タダモ ノジャナイとい う雰囲気。 それ もそのはず、彼 らは関東方面 の猛者たち
だ ったのだ。 そ して Aク ラスの第 1ヒ ー トは Eク ラスと違 うの ?と い うタイムで ゴール し
て くる選手が続出、 レベルの高 い大会 とな りま した。
昼食後、何 だか雲行 きが怪 しくな って きた第 2ヒ ー トは、今回第 3戦 では、第 ■ヒー ト
の タイムの遅 い順 に出走す ることになって いて、発表 された出走順番表 で後 ろの方 に回 っ
た選手たちの出番 は、周囲 に緊張感が走 り、一 瞬 シー ンと静 ま り返 るシー ンさえあ り、 ア
グ レッシブなライディ ングで ゴールす るたび、ギ ャラ リーか ら拍手歓声 が送 られて い ま し
た。最後 の最後 にパ ラパ ラっと雨に降 られ、や っば りGRAは 雨ね ェと納得 して タイ ムア
タックは終わ り、表彰式 はクラス ごとの上位 に賞品の授与があ り、 ジャ ンケ ン大会で盛 り
上が り、 GRAジ ムカ ーナ グラ ンプ リ第 3戦 、真夏の長野 CPは 無事終了 しま した。
帰 り道、関東方面 は高速道路が事故 による通行止 めのため、大渋滞で散 々な 目に合 った
らしいのですがt関 西方面 は駒 ヶ岳の辺 りで大雨 に見舞われま したが、美 しい木曽の山 々
を満喫、お盆明けとは思えな いスムーズな交通量で帰宅出来 たのはラ ッキ ーで した。
私達 GRAは 、第 1戦 の京都、第 2戦 が香川、 そ して今 日第 3戦 の長野を開催 し、全国
の同 じ志 の仲間 との交流を深め、新 しい地区 に新 しい仲間を作 り、 ジムカーナの楽 しみを
広め、社会か らも認めて もらえるように活動を続けて います。努力が報われ、タイムによっ
て 自分 の実力発揮度が評価 され るジムカーナを貴女 も体験 してみません か ?次 回第 4戦 は
広島で 9月 23日 に開催 します。 どうぞ GRA事 務局 までお問 い合せ下 さい。 それでは L

B読 者 の皆 さん、広島でお会 い しま しょうね !!
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務局 小林
神戸市灘区楠丘町 6‑9‑9‑201 GRA事
● 078‑843‑8437
m1078‑843‑8444
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