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1.同立対抗グライダー競技会

念願の勝利 ― 同立戦に出場して一

伝統ある同立戦は今年で32回 目。ここ2年は立

命に敗北続き、立命館以外からも「立同戦Jと 呼

ばれるとい う悔 しい状態でした。今年同志社はラ

イセンシーが増えて選手は 3人、立命は 1人。今

年こそ… ! いや、人数的に今年は負けられない。

私も選手 として出場するからには同志社のために

出来る限 り頑張ろ う。そ う強く思って競技会へ臨

みました。

大会は練習日1日 、競技 日5日 の日程。当初は、

前半は雨や曇 りで後半に好条件が見込まれ競技 日

和になるとの予想天気でした。しか し実際は前線

が停滞 し、 I部競技が成立したのは最初 と最後の

2日 のみでした。

競技初 日。開会式後まずはⅡ部競技を開始 しま

した。雲 りがちの天気で、昼前に少 しだけサーマ

ルが出てきたのでⅡ部競技を中断し、す ぐI部競

技が開始。タスクは丸岡(600m)→ 安田 (600m)。

なんとか粘れるのが精一杯 といった渋い条件だっ

たので、旋回点を回る選手はいませんでした。立

命23に続き、同志社23と 21で先輩達が離陸して滞

空点を稼ぎ始めました。 3番手の私は初めての競

技会で搭乗準備はバタバタ、心臓もドキ ドキ…。

なんとかねばって降 りてきたら、大事なものを積

み忘れていました…自記高 l 競技会の空気に飲

まれて、無得点。悔 しい !準備不足・経験不足が

浮き彫 りになってしまいました。この日同志社 4

回重田・岩井の両選手が獲得 した滞空点で、同志

社リー ドで競技会がスター トしました。

競技 2日 目は昼から雨の予報で、午前中に残 り

のⅡ部競技を成立させて競技終了。 I部ができる

条件は出ませんでした。競技 3日 目朝か ら雨が降

3年生 入 江 裕 子

り、 1日 中待機、競技 4日 目は小雨と雲底による

待機で 4発 しかまわらずノーコンテス ト。当初の

予想より長く前線が日本に停滞 してお り、選手の

間には不穏な空気が…。明日で競技終了だとい う

のに、同志社の点数は28点。 どちらかにloo点 の

得点がなければ競技不成立となります。もしか し

てこのまま終わってしま うのか。いや、このまま

では絶対に終われない。明 日のワンチャンスを

祈って、それをモノにするんだ !と 期待を込めて、

眠 りにつきました。

競技最終日。思いが通 じたのか朝から快晴 !|

lo時 頃、風の変わ り目と地上気温の上昇を見計

らって I部競技開始。この日はこれまでの鬱憤を

晴らすように、選手は勿論、クルーも競技への意

気込みが違いました。タスクは丸岡(550m)→安

田 (550m)。 立命23の 後に重田先輩の同志社23が

続 く。同志社23は小さな積雲の下でねばって滞空

点を稼いでいましたが、地上で期待 したよりは厳

しそ うな条件。立命23も 発航するもののねば りき

れず。雲はす ぐ消えてあた りはブルーになってし

まいました。なんとか選手全員の得点でloo点を

超えるように作戦を変更 し、岩井先輩が同志社23

で、私にもASK13で のフライトが回ってきました。

前回の失敗を踏まえて自記高も宣言板の写真も

しっか り確認 して、よし飛ぶぞ !と 意気込んだは

良いが、セスナやヘリ5機ほどの トラフイックが

あり、それをずっと待つことに…福井空港ならで

はです。10分ほどしてようや く出発。デイモナの

曳航中にサーマルを感 じ、離脱 してからまっす ぐ

そのポイントヘ向かいました。空はもう完全にブ

ルーで、なかなか見つからず沈下にじりじり落と

されました。しか し、しばらくして春江市街の上
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空でプラス 1に ヒット。 しっか りしたサ ,マ ル

だったので、絶対にしがみつかなくては !と 、必

死に旋回。センタリングしてコアに寄せていくと

段々安定 してプラス15で全周入 り、そのまま

400mか らTop650mま で_L昇。1帯空′点稼ぎに トッ

プでしばらくねばっていましたが、西側で滞空 し

ていた同志社23と の距離が近 くなってきたのでエ

ントリーポイントまで移動 して次のサーマルを探

しました。 しか し北側は沈下が多 く、小さいサー

マルにしがみつ くも、ジリジリと高度を奪われて

あえなく着陸。降りると機体取 りに来た同志社ク

ルー達が笑顔で迎えてくれました。よっしゃ !そ

の後すぐ、競技の終 了時間となりました。

第32回 同立戦はなんとか成立、同志社の 3年ぶ

りの総合優勝で競技が終了しました。周回競技が

なく滞空点のみの戦いとい うことで競技会として

は晦いの残るものになりましたが、同じ期間に妻

沼で行われていた東京六大学対抗グライダー競技

会が天候のために不成立であったことを考えると、

なんとか競技会が成立 して良かったと思います。

同志社 としては久々の競技会優勝で、この勝利は

その後11月 の関関同立戦団体 2位 、東海関西での

Aチーム団体優勝 と、競技会ロー ドを戦 う上での

大きなターニングポイントであったと思います。

私も自分のソアリングで得点できたことは大き

な自信になりました。 しか しながら、この成績は

天候に恵まれずに周回競技 とならなかったからだ

と思っています。周回競技なら、経験差・技量差

で 4年 の選手陣には追いつ くことは出来なかった

でしょう。競技会をリー ドする選手になること、

もっと周回経験を積んで うまくなることはこれか

らの課題だと思います。

初めての競技会を通 して学んだことは、常に空

を見上げ変化を見極め、いつでも競技開始出来る

ように準備 しておかなくてはいけないとい うこと。

そしてなにより、グライダーはチーム戦であると

い うこと。テームでの協力が勝利を掴むとい うこ

と。選手もクルーも一メLと なって戦 うことが、ク

ルーの応援が、本当に選手のモチベーションを上

げてくれるとい うことです。

最後にな りましたが、応援にかけつけて下さっ

た OB OGの 方々、ご指導頂いた監督・コーチ

・教官方、暑い中クルーで応援 してくれた部員の

みんな、競技会の準備・運営に尽力してくれた主

将の小寺、この競技会にご協力頂いた皆様に感謝

しています。本当にありが とうございました。
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全 日本グライダー新人競技会

打倒慶応 !―新人戦に出場して一

自分にとって初の公式戦であった新人戦。 2回

生以下で競 う大会ではあるが激 しくレベルの高い

大会である。

過去 9連覇 している慶應相手にどうやったら勝

てるのだろ うか。その答えを見つけるために 1回

生の冬から本格的な新人戦対策を始めた。

まずはひたす ら飛んでライセンス取得を目指す

ことに。それと並行 して新人戦に出場するであろ

うライバル達の調査に乗 り出す。発数や飛行時間

はもちろん実際に合宿に見に行って相手全員の技

量をチェック。関東勢の目視調査はできないので

各大学のブログでチェック。ひたす らメモし自分

と相方である川又がどの位置にいるのかを分析。

団体で入賞する確率は 70%と 予想。そ して、夏

休みには膨大な資料となりほぼ完成することがで

きた。 しか し、夏休み期間中は北海道 (滝川)へ

行った り、CAB試験 (自 家用)を 受けた りで忙 し

く、川又と情報を共有する時間が無かった。

そ して舞台は新人戦へ。運が良いのか悪いのか、

発航順は一番後ろ。みんなのフライトを眺め

ながら2日 目にフライ トヘ。だが、ここで一

lo点 の減点を食らってしま う。なんとも情け

なかった。機体から降りるといろんな人から ,,
冷やかされる。ガッツポーズして喜んでいる

2年生 竹 山 翔 太

奴らもいた。しか し、上空の操作には絶対の自信

があった。初日の結果を聞くのが怖かった。

結果は個人 2位 ・団体 3位。嬉 しいのか嬉 しく

ないのかよく分からなかった。その時点で個人 1

位の慶應後藤との差は 2、 3点。減点さえしてい

なければ単独 トップだったのに…。

その後は順位を 1つ落としたものの現状維持す

るので精一杯。 4位 との差が気になり胃に穴が開

きそ うだつた。

最終結果として個人 3位 ・団体 3位。

大会終了後周 F■lか らはおめでとうと言われたが

全然嬉 しくなかった。優勝は確実だった… ミスさ

えしなければ…。

打倒慶應 |1全国制覇 ||

この日標を必ず実現 します。
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竹山 翔太選手
いずれも2年生

川又 さお り選手



東海 ・関西学生グライダー競技会

航空部で学んだこと――東海。関西の優勝を通して一 4年生  岩 井 浮

やっと慣れ親 しんだ京都の地を離れ、 4年ぶ り

に地元東京に戻って早 2週間。社会人として新た

なスター トを切 りだしています。満員電車に揺ら

れて新宿駅を経由し、山手線に揺られ職場の最寄

り駅近くのコンビニで買った栄養 ドリンクを飲み

干 して気合いを入れてからオフイスヘ向か う毎日

です。毎朝スーツに身を通しながらもつい先月ま

では学生だったことを思 うと、無性に背中がむず

痒 くなります。 しか しいずれにせよもう社会人。

戻ることのできない学生生活への郷愁にかられな

がらも当時への思いを馳せつつ、つい先月まで行

われていた全国大会の興奮冷めやらないながらも

半年ほど前の東海関西競技会の記憶を思い出しな

がら綴っていきたいと思います。

このたび私と重田の 2名 は同志社大学 Aチ ーム

として、東海関西団体優勝 とい う栄誉を勝ち取る

ことができました。同志社大学 としては実に17年

ぶ りの快挙 とい うこともあ り、数多 くの OB、

OGの 方々から祝福の言葉を頂きました。またク

ルーとして参加 してくれた部員にも、この場を借

りて感謝の気持ちを表 したいと思います。ほんと

にありがとう。

この原稿を書 くにあたって、今回の優勝は単に

重田個人が勝ち取ったものであり、東海関西競技

会の性質上個人優勝者のいるテームが団体優勝に

なったとい うだけに過ぎないので、原稿執筆依頼

を受け、何を書いてよいのか考えあく'ねていまし

たが、折角頂いた機会なので思 うところを書き述

べていきたいと思います。

グライダーと初めて出会った入部当初は私も重

田も競技会の存在程度は知っていましたが、実際

にグライダーを使って競技を行 うとい うことにあ

まリピンと来ていませんでした。また入部したの

はいいものの、当時の様々な要因から合宿そのも

のがなく、しかも初合宿は 8月 の福井空港での同

立戦とい うこともあり、 5日 間参加 したにも関わ

らず飛べたのは私が 1発、重田や他の同期は 2発

と、フルにランウェイワークをしたに値する見返

りが全 くなく、ひたすらしんどい部活だな、とい

う印象を残 しただけのものでした。同立戦の後に

予定されていた 9月 合宿もまた当時の要因から無

くなったため、やっと飛ぶことができた同立戦の

余韻や興奮はすっか り意識の中から消え去 られ、

格納庫に置いてあるASK23に乗 り込んでは大空

への思いを馳せるとい う、当時の僕たちはさなが

ら陸サーファーのような様相すら呈 していました。

11月 、 2月 と合宿はその後あったものの、結局

一回生の終わ りに同期で一番飛んでいた私ですら

24発程度 といった具合であ り、「谷間の世代Jな

どと自虐的に言っていたものでした。しかし逆に

この辛酸をなめた経験があったおかげで、「飛ベ

るJと い うことに対する喜びは我々の同期 6人が

誰よりも感じていたことは間違いありませんでし

た。また最近では2009年初頭に新機体の導入も決

まってお り、ちょうど乗れない私たちは「不遇の

世代Jと もいえるかもしれません。あと1年遅 く

入学 していれば、そんな考えも頭をよぎる今 日の

この頃です。

ところで我が同志社大学体育会航空部は数年前

まで部員がほとんどおらず、まさに廃部の危機に

瀕 していました。我々が入部 した当初もライセン

シーはおろか、ソロに出ている先輩は当時 3回生

の主将ただ一人でした。自家用取得者も数年輩出

していない状況でしたし、当然全国大会へも久 し
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く足が遠のいているとい う有様でした。そのよう

な状況において、部を再興 してきた当時の 3回生、

2回生の後に続 く形で入部してきたのが我々の代

でした。部 としての組織の立て直 しや役職の見直

し、他大学におんぶに抱っこだった合宿からの脱

却を図り、係の取得にも精力的に取 り組んできた

先輩たちの背中を追いかけているうちに、僕たち

はいつ しか初ソロを目指すようになり、その次に

は初単座、そしてライセンスと、着実に高い目標

を設定 していきました。一方で、先輩 2人 で挑ん

だ「同志社23チ ーム」が久しぶ りの全国大会出場

を決め、いよいよ我が部がいわゆる「航空部」ら

しくなってきた、そんな時に私 と重田は明確に全

国大会とい うものを意識 し始めました。

自家用取得は私 と重田は 3回生の11月 だったた

め、東海関西は複座同乗での出場を余儀なくされ、

当時 4回生の一番手が孤軍奮闘したおかげでかろ

うじて全国大会へ連れて行ってもらうことができ

ました。

当時は二番手が重田、三番手が私 とい う布陣で

全国大会に挑みましたが、私をはじめ、誰も異論

を唱える者はいませんでした。すでに重日の中で

の意識は高 く、オース トラリアでも着実に経験を

積み、部内の誰が見てもその変貌ぶ りが明 らか

だったからです。また、私は彼が全国最終日に残

した「こんなもんじゃない、もっとやれたはず」

とい う言葉を今でも覚えています。それは今回の

出来事につながる布石のような、何かをしでかす

前兆のような気がしていたからです。

私自身のグライダー競技への考え方が、この頃

から徐々に変化していったとい うのもありました

が、同志社にとって、またチームにとっての絶対

的な一番手である彼の活躍に見合 うだけの働きを

しようとい う気はさらさらありませんでしたし、

おこがましいとす ら考えていました。私ができる

ことはプレッシャーをかけず、宿舎でのより良い

環境を作 り、信頼のおけるクルーとともにくつろ

げる場を提供することぐらいでしたし、少なくと

も搭乗が回ってきたら足を引っ張らない活躍がで

きれば、とい うようなものでした。確かに東海関

西はそれでよかったかもしれませんが、全国大会

ともなるとそ うはいきません。プレッシャーをか

けられるぐらいの存在に変貌することがいよいよ

求められてきたのです。悔いを残 してはいけない

戦いが始まったのです。

そして先月まで行われていた全国大会において

重田と私の「同志社 6Jチームは団体 6位入賞を

呆たすことができました。点数等の詳細はホーム

ページ等を参11し ていただければと思います。

この成績は決して最後までスタンスを崩すこと

なく、 2人 のや り方を貫いて勝ち取った結果だと

考えています。

振 り返ってみると4年間の学生生活ではグライ

ダーを通 して様々な人と接することができ、非常

に多くの考え方を学ばせて頂きました。決して競

技者として誇れるものではあ りませんでしたが、

人との出会いこそが今の私の財産であり、航空部

を通 して得たかけがえのないものだったと思って

います。最後まで考え方の面で分か り合えなかっ

た者もいる一方、就職 して東京に出てきている同

期や先輩方とは先日も新宿で旧交を深めるなど、

社会人となってからの方が現役時代よりも深い付

き合いができている様な気す らしています。その

ためにも現役学生には競技に夢中になるのもいい

ですが、自らの人間形成のためにも同じ志を持っ
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て人部 した者同士、 4年 間を通 して信頼できる仲

間をたくさん見つけ、先輩、後輩、同期間わず本

当の意味での“戦友"に出会ってほしいと思います。

考え方を異にする者に対 しては心を開ざすのでは

なく、まずは考えをくみ取る努力をして客観的な

視点を持ち、視野を広くもって接 してはしいと思

います。またもし壁にぶち当たった時には無理 し

て肩肘を張るのではな く、勇気を持って一歩 F

がって俯厳することも必要です。

色々と考えを述べましたが、根底には「来る者

は拒まず 去る者は追わずJの精神を持ってはし

いと思います。それは自然 と人間関係 とい うもの

は淘汰されていくからです。私がそのことをどこ

まで実行できたかわか りませんが、少なくとも現

在連絡を取 り合っている“戦友"た ちはまぎれもな

く将来にわたって財産になる人たちだと自負して

います。

最後になりましたが、今年航空部を巣立った同

期は私を合め 6名 です。私を含めた 2名が就職、

2名が進学、 2名が留年とそれぞれ別の道を歩み

始めましたc世界はloo年に 1度 と言われる未曽

有の金融危機、逆境に強い我々「谷間の世代」に

はふさわ しいスター トであることはい うまでもあ

りません。

ケータイのカメラなので、解像度が悪いのが残念 !!
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4.全日本学生グライダー競技選手権大会

勝 つ た め に 4年生  重 田 心 平

2009年 3月 5日 。大会集合目。陸送組から1日

遅れで妻沼入 り。 トラックが廃車になって以来、

陸送ではすっか り役立たずに成 り下がってしまっ

た我々 トラックドライバー。後輩達、牽引 ドライ

バーに頭を下げて機体を運んでもらった次第であ

る。

機体チェックを前に新品の トレーラーか ら機体

を出して組み立てる。今年の同志社は 2チ ーム体

勢。私と岩井が乗るのは JA2096。 導入から40年、

原型の初飛行か らは50年 が経つ Ka6の最終型、

Ka6Eで ある。もちらん参加機体の中ではダント

ツの古さ。今の部員にはピンと来ない人もいるだ

ろ うが、立命の江口教官が学生時代全国大会で優

勝 した時のライバル機だ と言えばその古さが分

かって貰えるだろ う。

「ちょっと古すぎるよなぁ…」とは機体チェッ

ク時の河邑教官の言葉。

「僕が学生の時に ドイツにオーバーホールに出

されたんだよ。その時も相当古いと思ったけど、

それをもう一度引っば り出して来るんだから…」

なんて言われたほどである。

はたから見ればこんな機体で最新のスタンダー

ド機が溶れる全国大会に挑もうなどと酔狂 としか

言いようがないだろ う。「参加することに意義が

あるJ、 「復活させただけ立派J、 などなど好 き放

題思われていただろ うが、この同志社 6(シ ツク

ス)が ただ見せ掛けだけで話題を集める機体でな

いことはす ぐに証明されることとなる。

2007年 12月 、翌年春に行われる全国大会を前に

トレセン・オース トラリア遠征・ASK 23の TAB

チェック・ASK 13の耐検整備などに部員が忙殺

されている時期だった。世界のマックこと市川展

氏の LS8が 中古で売 りに出されるとの情報が監

督から知 らされた。LS8と 言えば現在学生航空界

では日大のなが所有する、最新鋭のスタンダー ド

機。今購入すれば来年は LS8で 出られる。初の

全国大会出場を前にこれほどモチベーションの上

がる話はなかった。 しか し結局この話は購入資金

の調達が間に合わずに頓挫。加えて、その年の全

国大会は気合を入れて臨んだものの大敗。悔 し

かった。

年度が替わ り、次回の全国大会に向けて機体を

どうするか とい う話が議題に上がる。ライセン

サーの数も増え 2テーム以上の選手が確保される

のはほぼ確実。その 2チ ーム日の機体をどうする

か。ああ、あの LS8が あればなぁ…などと言っ

てもしょうがない。選択肢は 3つ。セオリーどお

り他大学から余っている ASK23を借 りるか、変

則的に大野グライダークラブのDiscus bTを 借 り

るか、格納庫に 9年 間眠っている Ka6Eを復活さ

せるか。判断は選手に任せるとの事だったが、す

ぐ結論は出た。Ka6Eだ 。岩井も快諾 してくれた。

理由はとい うと、いろいろ私情が入ってしま う

が、まず自校の機体で出場 したかったとい うこと。

そして前大会で思 うように飛ばせてもらえず負け

て しまったために、仮に Discusを 借 りて試合に

勝ったとしてスタンダー ド機に乗ったから勝てた

と言われるのは心外だったからだ。自分はクラブ

機でもちゃん と飛べば勝てた。それを証明 した

かった。加えて言 うとライセンスを取って以来自

分のフライトを振 り返って、私はフライトスタイ

ルをはっきりと自覚 していた。「他人の浮けない

サーマルで浮く。他人の上がれないサーマルで上

がる。J間違いなく「粘るJこ とが自分の取柄だ

と。
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Ka6Eは ASK23に 比べ 30kg軽 く、舵の効 きも

良く、スピー ドはやや劣るものの最良滑空比はほ

ぼ同じ。それで105のハンディキャップを得 られ

るのだから、まさに今の私に最も相応 しい機体の

ように思えた。少なくとも他所のマークが入った

エンジン付 きの重い Discusを 借 りるよりははる

かに良いだろ う。

そ うして監督の了承も得て、いよいよKa6Eの

復活となったわけだが一これは無責任ながら17Rと

んど2回生の川又たち後輩に任せっきりにしてし

まったので私が多くを語ることは出来ない。整備

士探 しや期限切れの計器を総取替え、その他諸々

その苦労は計 り知れない。正直実際に乗ってみる

まで本当に ASK23よ り良いか どうか不安だった

のだが、「もしKa6Eに 乗ってみて、23の 方が良

いと思ったら遠慮なく23を使って下さい。」と夏

のFHl立戦で川又に言われ気持ちも楽になった。

だがそんな心配は徒労に終わる。 9月 合宿の

Ka6E再 デビューでいきな り滞空、ガンガン周回

し、この合宿で合計 7時 間もKa6Eで 飛べて し

まったのである。 (全国に必要な経歴は同一機種

で 5時間の飛行)Ka6Eは 予想通 り、舵の効 きは

素直かつ機敏で、軽い機体はリフトを感じやす く、

思い通 りにバンクが入る。理想的な競技機だった。

ただバリオの異常がずっと直らず、これから3ケ

月間調整に悩まされることになったのだが。

東海関西競技会は23で のフライ トだったが、

Ka6Eのおかげで「粘る」フライ トに磨 きがかか

り、それを活か して優勝することが出来た。逆転

した日のフライ トでは一人 1時間浮き続け、サー

マル トップが上がるのを見計 らってワンポントク

リア。まさに理想的な得点だった。渋い条件が自

分のフライトスタイルにマッチした結果だった。

その後もKa6Eで飛び続けこれだけで17時間の

飛行経歴を貯めて、全国大会に臨むことになる。

唯一本曽川ではなかなか練習できない強風時のフ

ライ トに不安要素があったものの、」A2096と い

うあまりに古い Ka6Eに 向けられる周囲の奇異の

視線をよそに、内′亡、「今に見てろよ」と思ってい

たものである。

再び2009年妻沼

開会式とグライダーフェスタは強風ながらも昨

年のように中止になることも無く無事終了。いよ

いよ競技開始である。しかしやる気に反 して週間

天気予報は散々なものだった。まともに晴れの

マークがついているのは 3日 だけ。前大会のよう

に毎日周回日和 とは行かなさそ うだ。 1日 の得点

が明暗を分けることになるかもしれない。

Dayl(3月 8日 )

天候不良で練習日に出来なかったチェックフラ

イトを競技開始前に実施。一昨日に降 り続いた雨

の影響で未だに R/W状況は芳 しくない。リトリ

ブの都合上、曳航索が 2本 しか使えなかったため

に発航回数も上がらず、チェックフライトのみで

この日は終了する事になった。同志社は 6チーム、

23チ ーム共に無事チェックに通ったが、 6チ ーム

は二人ともピス ト呼び出しをくらう。着陸が下手

くそなのだ。応援 ?に来ていたo7年度選手権者、

立命の片岡先輩曰く「ソアリングが巧いやつはみ

んな着陸下手だよ。J

…でも、やっば りみんなが見ている前で無様な

着陸をするのは恥ずか しい。

ところで、東海関西支部のチームが上位に食い

込むには、競技初 日に慣れない妻沼でいかに確実
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に得点するかが鍵 となる。初 日さえリズム良くス

ター トを切れれば、 2日 目以降も関東勢に1意する

ことなくリラックスして競技に臨めるからだ。昨

年、一昨年 ともに同志社は初 日に周回を逃が し、

はじめか ら上位グループを追 う苦 しい展開を強い

られることになった。まずは上位グループから引

き離されることなく初日を終える。そして、その

間に妻沼の空に慣れ、リズムを掴む。それが競技

初 日で最も重要な事だ。

Day2(3月 9日 )

天 気 :曇 り 南東の風 1～ 2m/s

タスク :千代田→給水塔 24km

関東地方は低気圧の勢力下で朝から曇天。視程

も悪 く、上空の寒気も抜けていく傾向。絶望的な

条件だったが、こうい う日に得点出来るか どうか

が勝敗を分けるのだ。ましてや、「他人が浮けな

い時に浮くJをかかげる同志社 6と しては、この

ような皆が油断している日はどチヤンスである。

日射が無 くても妻沼は工場に熱気が溜まる。風が

吹けば土手から空気が上がる。

南 向 き発 航 で競 技 開始。 2巡 目、日大 8K

(LS8)が 浮き出す。視程が悪 く地上か らは見失っ

て しま うが、千代 田 目指 してⅣWか ら離れて

行っているのは間違いない。私の直前に飛び上

がった、青山23と 京大デイスカスも赤岩で粘 りだ

した。京大は青山の下に入 りたがっているが微妙

な高さで回る23と 高度差が取れず、なかなか入れ

ない様子。青山23がセンターをはず して回ってい

るのは明らかだった。いよいよ同志社 6出発。青

山23の風上側を陣取って回る。 +05く らいか。

少 しずつ高度を獲得。青山はジリジリ落ちる。京

大デイスカスは青山に上をふさがれ場周。高度差

の 150m以内のガグルを禁上 している学連にあっ

てはしょうがないが事だがもったいない。こちら

は青山23が十分離れたのを見計らって、センタリ

ングし直 し全周 +に入れる。やがて青山23も 場周

に入った。520mま で高度を上げて名無 し工場へ

移動。ここも+05ぐ らいか。回っていると、ビ

ス トか ら無線が入る「同志社 6は 日大 8Kを イン

サイトしていますか ?」 ギヨツとする。え、 ビス

トから指摘されるほど近い位置に他機はいないは

ずだが一。あわてて探すが見つからない。自分よ

り2kmほ ど風下で回っている機体はあったがあ

んなに遠い機体の事を注意されるわけもない。あ

れはさっき離陸 した学習院 Jrだ ろ うか ? 混乱

する。

「ネガテイブインサイ ト。」風上にブレイクしつ

つ、8Kに無線で聞いてみた。

「8Kか ら同志社 6見えますか ?」

「あなた よ り2kmほ ど妻沼 よ りで回っていま

す。J

って、さっきの機体 じゃないか !注意されるよう

な距離 じゃなかったのに。視程が悪かったので地

上からは距離感が分からなかったのかもしれない。

競技初 日とい うことビス トも多少神経質にセパ

レーション注意をしていたのだろ う。慌てて引き

返 し、今度は 8Kの 下に330で 入る。妻沼初ガグ

ルだった。 +1ほ どで気持ちよく上がる。高度差

が迫ってきたので 8Kに無線で高度を伝える。や

は り500ち よつとが トップらしかった。しばらく

して 8Kがサーマルアウトする。

「8Kブ レイクします。」

「了解。」

上を蓋せず、す ぐにどいて くれたのはあ りがた

かった。あっとい う間に田の字方向へ消えていく
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8K。 足を活か して次々とエ リアを移 しサーマル

を渡 り歩いているようだ。こちらはそのまま560

まで上がる。全国大会ではルール上 630m以下で

の旋回点クリアは禁止されている。これがサーマ

ル トップなら、もっと地上気温が上がるまで待つ

しかないが一。その時だった。

「学習院 Jr間 もなく千代田クリア。高度650J

そんな馬鹿な ! 後から上がって来た機体の中で

唯一場周の無線が聞こえてなかったのでどこかで

浮いているとは思っていたが、どこでそんなに高

度を上げたのだろ う? こちらもより強いサーマ

ルを求めて工場群へ移動する。サントリー上空高

度500。 田の字450。 小 さなサーマルを 2、 3個

拾って試 してみるが上がらない。千代田まであと

丞mの位置だが これ以上滑空場か ら離れるのは

まずい。す ぐそこに旋回点があるのに。悔 しいが

仕方なく引き返す。妻沼に戻っている最中に第 2

旋回点へ と向か う学習院 Jrと すれ違った。滑空

場近くまで戻ってきて水門付近で粘っていると、

先程のJrが帰ってきて場周へ入る。給水塔はク

リア出来なかったようだ。やがて 8Kも 帰ってき

て場周。こちらも耐え切れなくなり着陸する。50

分のフライトであった。

結局、この日得点 したのは学習院 Jrだ け。サ

ントリーで700近 くまで上がったらしい。得点は

デイリーファクターがかか り250。 先制を許 した

のは手痛いが、最小限の失点で妻沼でのソアンリ

ング感覚に慣れることが出来たのは大 きな収穫

だった。この日は発航終了間際に飛んだ 3発 日で

も、萎んだ条件の中、唯-28分滞空し6が妻沼で

十分通用することを確かめられた。日大 8Kの フ

ライトを間近で見て飛び方を学べたし、苦心 して

作った各ポイントの安全高度表の妥当さも確認で

きた。今 日は無得点だったが明日以降いい結果が

得られそ うだ。

個人当日(DF0 5)

1位 真田(学習院 Jr)250点

Day3(3月 lo日 )

典型的な西高東低の気圧配置。飛べれば最高の

条件なのは間違いないが、朝の準備中から次第に

北西風が強 くな りは じめ、競技開始時刻には

Ⅳg 811■ yS、 ガス トl oll■77s以上にもなる。機体を係

留 して強風待機。しかし、その後も風が弱まる気

配はなく、13時 にノーコンテス トが決まった。

「(風が強いとスタンダー ド機が有利なので)今

日は俺達にとって試練の日にな りそ うやな。」な

どと、クラブ機乗 り同士で話 していただけに、肩

透か しをくらった気分だった。

Day4(3月 11日 )

天 気 :快晴 西北西の風 8耐 s

タスク :給水塔→千代田 24km

あいかわらず西高東低の気圧配置は変わらず風

は強い。が、さすがにこのまま競技不成立とい う

わけにもいかないのか、風の様子を見ながら競技

を始めることとなった。競技開始早々、龍谷23、

早稲田23が滞空を始める。途中 2機でサーマルを

取 り合いピス トから警告を受けた りしつつも、そ

のまま 2機 とも周回。早稲田23は ゴールゲー トの

位置を間違え 3回 目でようや くゴール OKになる

など笑いを誘った。だがそれだけ失敗 しても余裕

があるほど条件は良いとい うことだ。しか し、次

第に風向が西に振 り出し、同志社 6の発航 2発前

で横風待機 となってしまう。その間に横風待機直

前に上がった慶應ディスカス、京大デイスカスが
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あっとい う間に周回。          ‐

あせっても仕方ないので、用を足 した りお菓子

を食べた りしなが ら発航再開を待った。ライン

ナップ 2番 目での待機だったのでまだ良かったが、

1番前でコックピットに座ったまま待っていた東

工 6の橋本には同情する。

1時間近くたって風向が北よりに戻ってきたと

ころで競技再開。同志社 6出発。無難に利根川を

渡ったところでサーマルを捕まえる。 +1程度。

とりあえず回って様子を見るが、風に流される方

が大きい。750mま で上がったところで 3kmほ ど

風下に流される。上が りが良くなる気配も無かっ

たので、ブレイクして別のサーマルを探すことに

した。さっき周回した京大小林の話では +3以上

で上がるサーマルがそこらじゅ うにあるはず…

だったのだが、まさかの ド沈下が続 く。沈下から

逃げようと速度をつければ、ズブズブと落ちてい

くKa6E。 クロスウインドで飛んでも沈下のライ

ンからなかなか逃げられない。サントリー近くか

ら赤屋根を回って水門近 くに帰る頃には 220m。

ここでようや く上がれそ うな+に ヒットして回る。

渋いながらも粘っていると、北側から近寄って来

る機体が…、竹山の同志社23ではないか。向こう

も低い。

「同志社 6、 同志社23そ ちらの高度は ?こ ちら

…」

もともとギリギリの高度で粘っていただけに、

高度の低いこちらが先に場周に入るしかなかった。

即決 して先に場周に入ることを伝える。 (ん ～、

まぁあの条件 じゃ他の選手も苦戦するだろ う。)な

どと楽観的に考えながら着陸。次の発航を待つ。

しばらくすると、同志社23も 着陸。他の機体も

バ タバ タと降 りて くる。竹山は私が回っていた

サーマルを捕まえて 1000mま で上がった らしい

が、千代田近 くまで流されて前に進めなかったら

しい。やは り上空は相当風がきついようだ。条件

も横風待機前より明らかに悪 くなっている。

その後は、強風で地表付近の空気が充分温めら

れないままワ|き景|が されているのか、多少粘る機

体もあるものの旋回点まで辿 り着ける機体は現れ

ず渋い時間帯が続 く。横風待機後に飛んだ機体に

得点者は無 し。このままでは発航順が悪 くて得点

できなかったなんてことになる。

同志社 6の 2巡 目は 2時頃回ってきた。 6の前

には 2ndパ イロットの乗る早稲田23、 慶應デイス

カス、京大デイスカスらがラインナップされてい

る。先に出発した早稲田23と 京大デイスカスが離

脱 して利根川を渡った辺 りでガグルを組みながら

上がっていくの見て、こちらも下に入ろ うとしば

らく間を取ってから準備よしをかける。

出発。中期曳航に入ってしばらくした時だった。

機体が激しく揺れ、速度計の針が一気に上がる。

強いサージを感じた。もう少 し速度が出ていたら

ヒューズを切っていただろ う。す ぐに反応は弱ま

り通常通 り上昇する。離脱 してす ぐ反転 し先程

サージを感じた方向へ向かった。離陸前に考えて

いた早稲田と京大のガグルなどはもうどうでも良

かった。案の定 R/W上空で良いプラスにヒット。

しっか リコアにセンタリングしハイバンクで回る。

はじめは +1程度だった上が りが次第に良くなり、

looomを 越える頃には +3以上 !流 され方 も大

きかったがとにか く、上がれるだけ上がることに

する。風下に 81ullほ ど流されて、高度は 1600m。

L/D15な ら給水塔に届 くが…。

上が りも弱 くなってきたので意を決してブレイ

ク。今上がって来たラインに沿って 1 4klll先 の給
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水塔を目指す。マクレディリングを +1にセット

しドルフインフライ ト。正対風は 20111/s近 く吹い

てお り思い切 り速度をつけたかったが、加減速の

遅い 6ではあまり速度変化の幅を大きくしすぎる

と返 っ て ロ ス が 増 え そ うだ っ た の で、

110byh～ 80kllllhの 間で速度を変化させつつ沈下

とプラスの波に乗 りながら進む。回 りたくなるよ

うな良いプラスもあったが必死に我慢。他の連中

が上が り損ねていることを考えれば、微妙なサー

マルに手を出して失敗すれば届 くものも届かなく

なる。 (大丈夫、届 くはずだ。)自 分にそ う言い聞

かせて、スピー ドコントロールとライン取 りに集

中した。

結果 1000mで よ うや く給水塔 クリア。失高

600m、 L/D23。 奇跡的な数字だ。初めての給水塔

だったが、GPSマ ップのおかげで撮影 もバ ッチ

リ決まった。と、ここまでは良かったのだが、そ

の後給水塔クリアの嬉 しさに浮き足立ってしまい、

沈下の中を引き返してくるとい う失態を犯してし

ま う。妻沼付近まで戻って来る頃には高度600。

多くの機体で混み合っている空域の中、上が りな

おそ うにも上手 くいかない。Day2と 同 じく日大

8Kと か らみつつ も、ジリジリ高度を下げ る。

300mま で下がった ところで良いプラスにヒット。

千代田方面へ流されつつ 500mま で回復するがす

り鉢ギリギリのところだ。 (こ のまま回っていれ

ば上が りも良くなるかもしれないが、これ以上流

されると間違いなく低空進人になる…)せ っか く

のワンポイントクリアを減点されるわけにもいか

ないので、諦めて妻沼へ引き返すことにした。強

風の中フラフラしながら着陸。ようや く初得点で

ある。

この後は他に得点者は出ず総合個人 6位、団体 5

位となる。 (学習院は 1人チームの為団体点無 し)

早稲田23と 龍谷23は ビス ト警告でしっか り減点を

もらっていた。宿舎では「なんであの風の中、給

水塔に行けたん !?Jと 質問責めに合ったが、正

直言って離脱 してす ぐ良いサーマルを掴めたから

運が良かっただけなのだが…。サーマル トップも

高かったので下は渋 くても、上はバリバリ。流さ

れてもいいからとりあえず一度高いところまで上

がってみるのが良かったのだろ う。

個人当日(DF0 5)

1位 知花 (慶應デイスカス) 500点

2位 小林 (京大デイスカス)493点
3位  中村 (早稲田23)    327点
4位 角谷 (龍谷23)    302点
5位 重田 (同志社 6)    148点

個人総合

1位 知花 (慶應デイスカス)500点
2位 小林 (京大デイスカス)493点
3位 中村 (早稲田23)    327点
4位 角谷 (龍谷23)    302点
5位 真田(学習院 Jr)   250点
6位 重田 (同志社 6)   148点

団体総合

1位 慶應デイスカス    500点
2位 京大デイスカス    493点
3位 早稲田23       327点
4位 龍谷23        302点
5位 同志社 6        148点

Day5(3月 12日 )

天 気 :快晴 北西の風 6～ 7m/s

タスク :給水塔→千代田 2薇m

西高東低の気圧配置は変わらず、朝から今大会
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1番の強風が吹き荒れる。ちなみにここ3日 間の

サーマル予報はずっとtop2000m越 えの好条件。

問題は風なのである。案の定、午前中は強風待機

となったが、次第に風は弱まり12時から競技開始

となった。

1巡 目から滞空する機体が出てくる。条件は良

い様だ。日大 8K、 早稲田 LS、 東工 6が給水塔を

クリア。同志社 6は 13番 目で出発。岩井が引いた

この発航順が良かった。離脱後、昨 日同様 ⅣW
上空のサーマルで東海 6、 日大23ら と一緒に回る。

流されつつも9oOmま で上げて南周 りで給水塔を

目指すが沈下に阻まれる。21oll手前で 500mま で

落とされてしまい引き返す羽目に。一度振 り出し

に戻ってしまったが、妻沼近 くまで戻ってきたと

ころで離脱 したばか りの法政デイスカスと合流し

てからは、実にスムーズに行った。川を渡った後、

同じ青屋根のラインで法政は風上側、私は風下側

で良いサーマルを掴まえる。 +2ほ どで 1100m

まで上がった後、給水塔へ向けて出発。法政デイ

スカスの上を飛び越えようとしたところで、バリ

オが激 しく反応する。 +3以上。たまらずロール

インIナ る。

「法政デイスカス、同志社 6あ なたの上で回りま

す。」

そのまま 1300mま で上昇。下にいた法政デイ

スカスがサーマルアウトし給水塔へ向か うのを見

てこちらも続 く。やは リスピー ドでは敵わないが、

高度を落とさないように丁寧に ドルフィンフライ

トで法政を斜め前に見下ろしながら追いかける。

そのままピッタリと法政の後につけて、給水塔ク

リア 1000m。

2ndレ グも法政の後ろについて行 く。どんどん

先へ進んで軽 くサーマリングし高度を取 り直す法

政デイスカス。のんびリドルフィンで飛んで高度

を落とさずに法政に着いて行 く同志社 6。 ペース

はほぼ同じだったが妻沼まで戻ってきたところで、

道が分かれた。私はサントリーや田の字の工場群

を繋いで行 く北よりのルー トが妥当だと考えてい

たが、法政デイスカスはそのまま南よりのコース

で行 く様子 (しかもかなり低い)。 さすがにそこま

で着いて行 く訳にも行かなかったのでこちらは自

分を信 じ、工場群へ。サントリーで弱いサーマル

を捕まえ、高度を維持 したまま千代田方面へ流さ

れていく。その間、法政は石切 り場で高度を上げ

なお した らしくそのまま千代田へ と突っ込んで

いった。こちらも遅れまいとサーマルアウトし千

代田へ向か う。法政に続いて千代田クリア 670m。

この風で千代田670はかなり低い。 (焦 りすぎたか

… ?)少 し不安になるが、ゴールヘ向かいなが ら

ドルフィンフライ トで旋回することなく高度を確

保 しそのままゴールヘ。法政に続き、ゴールそし

て場周。周回達成。

続いて名大、龍谷、慶應と強豪チームも続々と

周回してくる。この日は法政デイスカスが最速の

周回。法政と合流するまでの間の余計なタイムロ

スが無ければ私ももっと得点を伸ばせたのだが、

それでも当日5位で個人 4位に浮上。だが本当の

見せ場はこれからだった。ようや く2番手岩井の

出番である。

あいかわらず、「何やってんの一J「空気読めよ

…Jと 搭乗に乗 り気ではない岩井。そんな岩井を

ニヤニヤしながら送 り出す。ラインナップ順は早

稲田 LS、 日大 8Kの 2番手に続いての離陸であ

る。後ろには龍谷23の 2番手。ようやく全国らし

くなってきた。ここからが団体戦、今日は 2番手

勝負だ。
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岩井のご家族も見守る中、同志社 6出発。́赤屋

根に向か う途中、川の上でサーマルを見つけたら

しく旋回を始める 6。 ぐん ぐん高度を上げる。

looom近 くまで上がって、給水塔ヘグライ ド開

始。早稲田 LSと 日大 8Kは既に周回 している。

地上で競技機を応援するのは今大会初めてだった

が、こんなに興奮するものだとは思わなかった。

しばらくして「同志社 6、 間もなく給水塔クリ

ア高度 630m。 」の無線。

「よし !J思わずガッツポーズ。だが高度がギ

リギリだ。大丈夫か ?続いて無線が入る。

「給水塔クリアしました 600mJ

え… ?(全 国大会ではルール上 630m以 下での

旋回点クリアは認められていない)

帰ってきた岩井はやは リハイテンション。「い

や、高度ギリギリでさ～J何だかんだで、飛ぶと

楽 しいようだ。写真もギリギリの高度で撮ったた

めに うまく給水塔が入っていなかったが、二人で

写真判定時、教官に必死に説明し何 とか減点のみ

で済んだ。クリア高度の規則違反と合わせて150

点減′点されたかが、この日は岩井のフライトが最

後の得点となり、 2番手の得点は早稲田、日大、

同志社のみであった。

個人当日

1位 中村 (早稲田23)    1000点

2位 橘 (法政デイスカス) 919点
3位 知花 (慶應デイスカス)888点
4位 桃井 (名大23)    877点
5位 重田 (同志社 6)    866点
18位  岩井 (同志社 6)    123点

個人総合

1位 知花 (慶應デイスカス)1388点

2位 中村 (早稲田23)    1327点

3位 角谷 (龍谷23)

4位 重田 (同志社 6)

5位 橘 (法政デイスカス)

18位  岩井 (同志社 6)

団体総合

1位 早稲田 LS

2位  日大 8K

3位 慶應デイスカス

4位 早稲田23

5位 龍谷23

6位 同志社 6

1154点

1014点

919点

123点

1563点

1446点

1388点

1327点

1154点

1137点

Day6(3月 13日 )

天 気 :曇 り 南東の風 1～ 2m/s

タスク :千代田→給水塔 241cttl

いよいよ全国も終盤に入ってきた。翌日は雨の

予報が出ていたので実質残 り2日 。個人 1位の慶

應知花 とは約300点差。初 日のワンポイントと周

回の差が響いている。速度点のみでこれを逆転す

るのはかなり難 しい。勝つ為には今 日、他のチー

ムを出し抜いて得′点するしかない。

天気は低気圧の接近に伴って下 り坂。上空に寒

気は若干残っているものの、次第に抜けていく傾

向にあり、地上気温の上昇が早いか、寒気が抜け

るのが早いかによって条件が決まる。いずれにし

てもかな り渋いのは間違いない。こんな日に限っ

て同志社 6は発航20番 と最悪なくじを引いてしま

うのだった。

Day2と 同じく南向き発航で競技開始。早い時

間に離陸した京大デイスカス、慶應デイスカス、

法政デイスカスは渋いながらもかなり粘っている

ようだ。そして私がラインナップ最後尾で出発を

待つ間に、ついに法政が千代田をクリア、慶應も
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続 く。              ‐

ようや く同志社 6も 出発。Day2同 様、赤岩、

名無 し工場でコツコツ高度を稼 く
゛
。周囲には先に

離陸 した早稲田 LS、 東海 6。 だが トツプはせい

ぜい 500mと いったところだった。そ うこうして

いる間に、法政デイスカスは給水塔をクリア。そ

のまま周回。慶應デイスカスも後追 うように周回

する。視程が悪 く私の居た所からは 2機の動きは

見えなかったが、無線から伝わってくる情報に焦

らされる。旋回点のクリア高度はいずれも 630m

だった。慶應デイスカスはゴール No good。 (=

ゴール高度が低 く減点を受ける)こ の弱い風で給

水塔 630mク リアのデイスカスが No goodになる

わけがない。やは り相当低い高度で回っているよ

うだ。それでも周回しているとい う事はどこかに

700近 くまで上がれ るサーマルがあるはず…。

Day2に学習院 Jrが使った とい うサ ン トリーの

サーマルに狙いを定める。慶應が周回以上、私も

何 としても周回しなければならない。しか し、上

空の雲は次第に厚 くなっていき、条件はさらに渋

くなってくる。たまらず近くで回っていた早稲田

LSの下へ と入る。

「同志社 6、 早稲田 LSあ なたの下に入 ります。

Fも 居:270」

「早稲田 LSの 高度370です。J

「了解…J150mの 差が無いと入れない。一度ブ

レイクする。 しか し場所的にも高度はギリギリ、

ここで入れてもらえないと降 りるしかない。少 し

間を置いて、再び早稲田 LSの下へ。

「同志社 6、 早稲田 LSあ なたの下で回 ります。」

今度は高度を言わずに入る。

「了解、高度400。 」

「同志社 6、 高度250。 J

建前上、高度差を保つ。LSは しばらくしてブ

レイク。見失 う。こちらも450ま で上がってから

サントリー方面へ移動する。サントリー手前で、

再びサーマルを掴まえ回ってみる。するとサント

リー方面か ら引き返 してきたらしい学習院 Jrと

遭遇。

「同志社 6、 学習院 Jr。 下に入 ります高度300。 」

「こちらの高度400です。J

「了解いったんブレイクします。J

すまない、入れてあげたいのはやまやまだった

力い…。

しばらくサーマリングを続けるが上が りも悪 く

なってきたのでブレイクして、そのままサ ン ト

リーヘ。サントリー上空を高度の許す限 りす り鉢

のギリギリ奥まで探ってみたが、全くヒットせず。

ダメか。仕方なく引き返すと、先程のサーマルで

Jrが回っている。

「同志社 6、 学習院 Jr。 あなたの下に入 ります。

高度300J

「了解、こちら高度450。 J

ありがとう!先程追い払ってしまっただけに入

れてもらえるか不安だったが、助かった。ところ

が、いまいち上が りが良 くない。50mほ ど稼い

でブレイク。妻沼近 くに戻ってきたところで赤岩

で粘っている早稲田 LSと 遭遇する。同高度。LS

の近くでサーマリングを始めるが、ルールでは水

平方向 500mの セパレーションを取 らないといけ

ない。LSが妻沼より、 6がサントリー側で回る。

丁度 2機の間のスペースがプラスのようであった

が、互いに近づ くわけにも行かず思 うようにセン

タリングできない。少 しLS寄 りに旋回をず らす

と、すかさず「同志社 6、 早稲田 LS。 インサイ

トしていますか ?Jと の無線。さすがにこれ以上
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は近寄 らせてくれないらしい。だが丁度この頃か

ら風向が北東よりに変化 してきていた。こうなる

と6が風上側。LSは風下側。断然 こちらが有利

である。次第に旋回がプラス帯に入 り始める。

LSは上が りきれず とうとうブレイク。+1程の

良いサーマルだった。出発から既に 1時間以上が

経っている。これが最後のチャンスかもしれない。

再び 500mま で稼ぎ、今度はサントリーではなく

さらに千代田より田の字を目指す。

(頼む、届いてくれ。)

だが無情にもグライ ド中はずっと沈下。田の字

上空までは辿 りつけず、400mを切った ところで

引き返す。さっきまで一緒に飛んでいた、学習院

Jr、 早稲田 LSが場周へ と入る無線が聞こえる。

もう他に滞空 している機体もない。もうダメなの

か。 (本当に誰でもいいか ら上がって くれよ…。)

他に浮いている機体が無いと弱気になってしま う。

赤岩で高度 250m。 希望を失いかけていた とこ

ろで、再び強い十にヒットする。川下ビス トの時、

いつも場周中に感 じる土手サーマルである。風が

北東側に変わったことで、赤岩周辺で温まった空

気が土手か ら押 し上げられているのだ。 (ま だい

けるか… ?)気力を振 り絞って再び 500mま で回

復させる。この上手沿いに進めば千代田近くまで

行けないだろ うか。サーマルアウトし再び千代田

を目指す。考えは正 しかった。実際そのルー トは

沈下が少なかったし、途中いくつか小さなサーマ

ルを拾 う事が出来た。だが、時は既に遅く、条件

はあまりに渋過ぎた。

結局 2klllほ どしか進む事は出来ずに引き返す。

再び土手で粘ろ うとするも、とうとう力尽きて場

周へ。 1時間25分のフライ トだった。着陸した瞬

間、これで個人優勝が絶望的になった事を悟る。

「早稲田に競 り勝ちましたね。Jと か「あの条件

でよく浮けてたなぁ。」とか感心されたが、得点

できなければ意味が無い。もう得点出来る条件は

完全に無 くなってしまっていた。

沈んだ気分の中、次の搭乗準備を進めていると、

突然岩井が「あっJと 声を上げる。

「何 ?」

「いや、飛ぼ うかなと思って。」

岩井が自分から飛びたいなんて言 うことはめっ

たに無い。すこし考えたが、これが岩井のラス ト

フライトになるかもしれないと思い搭乗を譲るこ

とにした。ラインナップしている他校の機体を見

てみると、同じく2番手パイロットが乗っている

機体がちらほら。条件が上がらずなかなか 2番手、

3番 手が飛ぶことの出来なった今大会。やは り最

後にチームメイ トを飛ばせてあげたいのだろ う。

岩井はこのフライ トで13分の滞空。後続の中央

23と 順番を入れ替えて降 りてくるとい う粘 りを見

せた。渋い条件の中、粘る岩井を見ながら「やっ

ば り飛んどけばよかったかな。Jと 優勝を諦めき

れない気持ちが込みあがる。

その後しばらくして、降雨の為撤収が決定。小

雨が降る中、Ka6Eを バラして トレーラーに積み

込んだ。慶應の低高度での周回は ミーテイングで

も問題になったが、結局減点が課される事は無

かった。

個人当日(DF0 5)

1位 橘 (法政デイスカス) 500点
2位 知花 (慶應デイスカス)427点

個人総合

1位 知花 (慶應デイスカス)1815点

2位 橘 (法政ディスカス) 1419点
3位 中村 (早稲田23)   1327点
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4位 角谷 (龍谷23)

5位 重田 (同志社 6)

18位 岩井 (同 志社 6)

団体総合

1位 慶應デイスカス

2位 早稲田 LS

3位 目大 8K

4位 法政デイスカス

5位 早稲田23

6位 龍谷23

1154点

1014点

123点

1815点

1563点

1446点

1419点

1327点

1154点

Day7(3月 14日 )

朝から雨。雨が止んでも低気圧が抜けたあとの

強風で競技は出来ないだろ うと、朝のミーテイン

グでノーコンテス トが決まる。この日は多 くの

oB諸氏に駆けつけて頂き、激励をもらった。

1位 の慶應 とは800点差。デイリーファクター

が掛かるような日に運良く得点できたとしても差

を縮め られるのは最大500点 。デイリーファク

ターが掛からないような条件の良い日ならば慶應

が周回し損ねるとは考えにくい。個人優勝は絶望

的な状況だったが、団体ならば話は別だ。競技時

間の短い最終日の発航順 しだいでは、周回数の差

で逆転の可能性はある。

東海関西エントリー時、 3人チームを組 f」・こと

が出来なくなった時点で全国での団体優勝は無理

だと考えていたが、まさかこんな形でチヤンスが

巡ってくるとは思っていなかった。まだ、あきら

めるわけにはいかない。このまま平凡な成績で終

わって「やは り新機体を導入 しない とダメだな

!Jな どと機体購入のダシに使われるのだけは嫌

だった。グライダー競技にはあまり熱心で無かっ

た岩井 ともその点だけは共通の意識を持っていた。

「最 も古い機体で出場 し、そ して勝つ。」不遇の

世代な りに最後に結果を残さないと終われないの

アじ。

Day8(3月 15日 )

天 気 :快晴 北西の風 6～ 711■ s

タスク :給水塔→千代田 24km

最終日。再び西高東低の気圧配置で今大会最高

の条件が見込まれる予報だった。同志社 6の 発航

順は 7番。最高の位置に思えた。

多くの先輩方が見守る中、やや緊張 しつつ出発。

上空では既に何機か滞空 している。後期上昇に

入ったところで異変を感じる。鈍 くなる風の音。

ウインチのパワーははっきりしているのに上昇率

が上がらない。 ド沈下だ。離脱 してす ぐ速度をつ

けて沈下から逃げようとするが、バリオはずっと

-4の まま。そのまま赤屋根までも届かず、場周

へと入る。頭の中が真っ白になった。飛行時間 5

分c

同志社の機材車に戻るのが恥ずか しかった。本

当に何も出来ずに降 りてしまうフライトとい うの

は今大会初めてだったし、岩井へ と発航順を回す

のが困難になったのも分かっていた。発航順20番

でラインナップされていた同志社23の 後ろへ、先

に下 りていた龍谷23に続いて 6を並べる。次は失

敗出来ない。発航順を待つ間、 (ま たさっきのよ

うに沈下にllPかれるのではないか。今まで得点で

きていたのは運が良かっただけなのではないか。)

と不安な気持ちで一杯になったが、それでも自分

を信 じるしかない。普段 どお りやれば絶対周回で

きるはずだ。周 りの仲間も次は当然周回してくる

ものだと信 じてくれていた。

上空では学習院 Jrの給水塔クリアを皮切 りに、
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各機体が続々と旋回点をクリアしていく。12時 に

なって 2巡 目の発航順が回ってきた。同志社23入

江、龍谷23角 谷に続いて出発。発航終了は 1時。

30分で周回してくればまだ岩井に回せる。この時

すでに学習院 Jr、 早稲田 LSが周回していた。

りだポンで上がる入江、その下で回る角谷。こ

ちらも離脱 してす ぐ同じサーマルに入る。 3人 で

のガグル。入江は調子よく上がって給水塔へ向け

て出発 したようだったが、遅れて入った私 と角谷

は うまく上がれずにいた。風下ヘセンタリングし

ないといけない、明らかな死にゆくサーマルだっ

た。角谷は早めにこのサーマルを見限って川を

渡っていったが、さっきの沈下の恐怖が頭から離

れない私は、なかなか次の行動を起こせずにいた。

700mま で上がったところで 3klllほ ど流され、よ

うや くサーマルアウトし川を渡る。ここからが、

地獄であった。一度 500m以下に落ちてか らは、

まとまったサーマルになかなかヒットしない。一

度は 250mま で落ちるもサイズの小さいサーマル

をハイバンクでせめて何 とか高度持ち直す。それ

でも 700m以 上へはなかなか上がれなかった。

Day5と 同じく法政デイスカスと鉢合わせ し、何

度も上下を入れ替えなが ら互いをサーマルセン

サーにして粘 りあ う。無線からは給水塔をクリア

する同志社23人江の声が聞こえてくる。慶應も周

回したようだった。意味も無 く焦る。何故私は上

がれないのか ? このまま周回できずに終わるの

か ? 足が震えて うまくラダーが踏めなくなって

いた。

それでも気力を保つことが出来たのは、一緒に

飛ぶ法政デイスカスや他の機体がいてくれたから

だった。一緒に離陸した龍谷23も まだ給水塔をク

リアしていない。ちょうど個人 2位～ 5位の選手

が、同じ空で同じように苦 しみもがいている。負

けてられるか。続々と周回する機体の無線が聞こ

えてくる中、気合を入れてハイバンクでのサーマ

リングを続ける。あいかわらずサーマルは小さい。

赤屋根のサーマルで再び 700mま で高度を回復 し

た時だった。

「競技発航を終了します。J

ピス トからの無線。 1時になったのだ。

薄々気づいてはいたが、優勝の望みが完全に絶

たれた瞬間だった。先程まで強張っていたからだ

から力が抜け、妙に気が抜けた気分になった。こ

れで最後は自分のラス トフライトを楽 しむだけだ。

言い知れない虚脱感。リラックスとい うより頭

空っぼになったような感覚だった。皮肉にもこの

時か らサーマルの上が りも良 くなって きた。

500m以 下での渋 さが嘘の よ うに、素直な良い

サ ーマ ルに変 わ る。バ ンクを緩 め て +2で

looomま で上が り、給水塔を 目指 し出発する。

一足先に龍谷23が給水塔をクリアしていた。龍谷

が再び高度を落として苦しんでいる様子が早稲田

23と の無線のや りとりから聞こえてきていたので、

こちらはなるべく高度を落とさないように給水塔

手前で再びサーマルを拾 う。9oomで給水塔クリ

ア。もう一度同じサーマルに戻って風に流されな

がら、高度を維持 したまま千代田へ向か う。高度

を持ち直 した龍谷23が千代田へ向か うのが見えた。

こちらもサーマルアウトし後を追 う。 ドルフィン

フライ トではとんど高度を落とすこともなく龍谷

に続いて千代田をクリア。個人順位でひとつ上の

龍谷23角 谷は目の前。追い付けば逆転できるかも

と思い 1 801cl17hで フアイナルグライドをかける。

龍谷に続いてゴールーのはずが判定は No Good。

340mあ ったのに…。ピス ト横でサーマルを拾い
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370mま で上げ直す。最後のサーマリングだった。

再びゴールする事をビス トに伝えゴールゲー トを

通過。

「同志社 6ゴール oKoJ

全部終わった。場周に入れて着陸。 1時 間27分

もかかっていた。着陸後、機体取 りの後輩たちが

「お疲れ様でした。Jと 迎えてくれた。本当に し

ん どかった。同 じく着陸 したばか りの角谷か ら

「重田お疲れ～。俺 らホンマしんどかったな lJ

と声をかけられる。

その後、上空でさんざんガグルを組んだ法政

デイスカス橘、最終発航ギリギリに出発 した早稲

田23中村も周回。もちろん同志社23入江も周回し

ている。橘からは写真判定場で会ったとき「上空

で邪魔 しちゃってごめんね。」と言われたが、む

しろ助けてもらった ぐらいだった。意外だったの

は、慶應デイスカスが千代田クリア後、ゴール出

来ずに 2ポ イントクリアに終わっていた事。関大

23も 2ポ イントクリアのみ。やは リー度高度を落

とす と上が りなおすのは大変だったようだ。実際

500m以下は地獄だった。離脱後す ぐ良いサーマ

ルをつかんで上がった機体は楽に周回できたらし

い。

この日 2周 したのは早稲田 LSと 目大 8K。 慶

應を逆転 して早稲田が団体優勝だ。彼 らは、まさ

に僕たちが したかった事をやってのけていた。早

稲田 LSも 大会期間中あまり発航順のいいほ うで

はなかったが、少ないチャンスを活かし得点でき

る時には最大限速度点をもぎとるとい う戦い方

だった。見事 とい うしかなかった。

個人はとい うと、慶應知花が逃げ切 り選手権者

に。私はゴール No Good後 の数分のタイムロス

が響いて、早稲田 LSの 森田に僅差で抜かれ総合

6位。だが、同志社 6はハンディキャップのおか

げもあってラス トフライ トで龍谷23を逆転 してお

り団体 6位入賞。岩井のワンポイン トクリアが

あったおかげだった。

最後に岩井に順番を回せなかったのは完全に私

の責任だったし、結局個人優勝の日標も達成でき

ず分相応な結果に終わってしまった事は実に悔 し

かったが、団体入賞とい う結果を岩井 と共に喜ベ

たのは唯一の救いだった。ここまで付き合ってく

れた相棒に最後に良い思いをさせてあげられて良

かった。 4年 間一緒にやってきて本当に良かった。

個人当日

1位 森田(早稲田 LS)   1000点

2位 真田(学習院 Jr)    698点

3位 西山(早稲田LS)   959点
4位 小林 (京大デイスカス)951点
5位 中村 (早稲田23)    922点
9位 入江 (同志社23)    870点
lo位 重田(同志社 6)    808点
12位 角谷 (龍谷23)    774点
13位 橘 (法政デイスカス) 695点
15位  知花 (慶應デイスカス)450点

最終成績一個人

優勝 知花 (慶應デイスカス)2265点

準優勝 中村 (早稲田23)  2249点

3位 橘 (法政デイスカス) 2114点
4位 角谷 (龍谷23)    1928点
5位 森田(早稲田LS)  1825点
6位 重田 (同志社 6)   1822点
16位 入江 (同志社23)    870点
22位 岩井 (同志社 6)    123点
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最終成績―団体

優勝 早稲田 LS

準優勝 目大 8K

3位 慶應デイスカス

4位 早稲田23

5位 法政デイスカス

6位 同志社 6

13位 同志社23

3522′Fヨ

3127′点

2265′li

2249′貞

2114点

1945点

870点

この結果を見た人たちは「Ka6Eで よく健闘し

た」とか、「充分な結果を残 した」と言われるか

もしれませんが、実際もっと上位を狙える一それ

こそ優勝するチャンスのあるチームであった事を

理解 して欲 しくて今回この文章を書きました。 1

週間クルーとして一緒に戦ってくれた皆は同志社

6が全国の強豪 と互角に渡 り合っていた事を分

かってくれていると思います。運が良かったとか

そんなものではなくて実力でもぎ取った順位です。

同志社の上位にはまだ実力では及ばない強豪校

もありますが、決して敵わない相手では無いので

す。それを理解 して欲 しい。そ して毎年、勝つ為

の準備をして大会に臨んで欲しいと思います。そ

うすれば「いずれJではなく、す ぐに全国制覇を

成し遂げられるようになるでしょう。

勝つ為に一

実際に大会で勝つ為には部全体の意識もそ うで

すが、何 より選手の技量が重要なのは言 うまでも

ありません。 しか し、今まで同志社では選手の育

成 といえるような教育はありませんでした。ライ

センスを取得 して単座に乗 り換えてからは完全に

一人の世界。私も独学 と我流でソアリングを学び

ました。ですから、ライセンスを取った後、もし

くはそれ以前からソアリングパイロットになる為

に何をしたらいいのか分からない後輩達の為に、

私がやって来た事を少 し書き残そ うと思います。

もちろんこれらは私の独断と偏見ですので、教官

方からすればあまりに稚拙で間違っていることも

多々あるかもしれません。なので、これから書 く

ことを全て鵜呑みにするのではく一つの例 として

これから選手になろ うとする人が読んでくれれば

良いと思います。

それでは私が競技で勝つ為にしてきた事をいく

つか上げていくことにします。とは言つても、ほ

とんど当た り前の事です。 (今まではその当た り

前の事す らしていなかったのですが。)

まず、選手になるつもりの部員は方向lt(日 本

学生連盟の機関紙)を全て読んでください。もち

ろんあまり意味の無い記事を読む必要はありませ

んが、古い方向ltに も最良滑空理論や旋回理論等

の役に立つ記事がたくさんあります。これらがあ

ればクロスカントリーソアリングや滑翔技術 と

いった専門書を読む必要が無いぐらい多くの知識

が得 られます。また全国大会選手権者の優勝記事

なども熟読 してください。自分が筆者になった気

持ちで読めば、自分が飛んだことの無い滑空場で

の経験値を得るのに非常に役に立ちます。最近で

は大会のrFL戦記ではなく自分の滑翔技術について

書 き記 している人も多いよ うです。特にNo 123

の2006年 度選手権者の朝倉選手の記事、No l19

から連載されている「競技パイロットになろ う」

のシリーズはお勧めです。

次に GPSの利用。これはロガー としての利用

です。ライセ ンスを取 ってか らは、私は必ず

GPSを積んで飛び飛行ログを取っていました。
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飛んだ日はなるべ く早 くPCで飛行ログ解折 しま

す。 (カ シミール 3D、 Scc Youな どのソフ トが利

用できます。)そ して、そのフライ ト時に自分が感

じていた感覚とグライダーの実際の動きを重ね合

わせます。あの時のセンタリング方向は正 しかっ

たか ? あのグライ ドでのスピー ド選択は正 し

かったか ? その時の実質 L/Dは ? などなど、

多 くの情報が得 られます。特に風の強い日はサー

マリング中も機体は自分の思っている以上に流さ

れているもので、その感覚のズレを修正するのに

も役に立ちます。強風が吹き荒れる渋い日は、プ

ラスを見つけても回らずに風に正対 して速度を抜

くほ うが高度を稼げる事もありますよね。そ うし

た機体の動きをコックピットの中からではなく客

観的に見て理解する事は、ソアリングを始めたば

か りの人にとってはとても大切な事だと思います。

私は、そ うしたログ解析で見つけた課題やフライ

トでの失敗はメモに残 し、合宿の最後ではログ

ブックの備考欄にまとめて書 くようにしていまし

た。ライセンスを取った後は飛ぶのに忙 しくあま

リフライ トメモを書かなくなる人もいますが、絶

えず自分の課題を探 しそれを記 しておくことは向

上′と、を保つことにも繋が ります。

GPSの フライ トコンピューター としての利用

法もありますが、私はあまり詳 しくないのでここ

では軽 く紹介するだけに します。私はハ ンディ

GPSで マ ップ表示や対地速度、実質 L/Dな どを

知 るのに利用 していま したが、よ り高機能な

GPSま たは PDAヤこWin Pi10tや Mobilc Scc Youな

どのナビソフ トを入れて利用すれば、タスクに合

わせて現在の最良速度、旋回点クリアの為に必要

な獲得高度など様々な情報が得られます。上空で

頭を使って高度計算する必要が無 くなりますね。

(私は Ka6Eの 計器板に自分で作った安全高度表

や失高表を貼 り付けていましたが一面倒 くさいで

す。)おそらく新機体には備え付けのフライトコン

ピューターがぁるはずですから、選手は使い方を

しっか り勉強しておきましょう。

次にフライ トについてです。私などが偉そ うに

滑翔技術について語るのは少々恥ずか しいのです

が、あくまでも私の飛び方の紹介として読んでも

らえれば幸いです。

良く私が渋い日に長時間滞空 して降 りると、先

に降りていた人に「どんな弱いサーマルを使って

いたんですか ?」 と聞かれる事があ りましたが、

別に弱いサーマルで上がれるから長時間飛べてい

たわけではあ りません。確かに Ka6Eは他の機体

に比べて沈下率も少なかったです し(カ タログ上

は23と 変わ りませんが )、 私も小さなサーマルを

拾 うのを得意としていました。ですが、粘れる人

とそ うでない人の違いは別にあると思います。そ

れは「とりあえず回ってみるJか どうかです。こ

れは私の主観がかなり入るので正 しいかは分か り

ませんが、粘るのを苦手とする人はサーマルを選

り好み しすぎています。たとえバリオが +に振 ら

なくても、翼端にリフ トを感 じたならそちらに

回ってみる。その先ではじめて使えるサーマルだ

と分かることもあるでしょう。完全に回らないま

でも少しバンクを入れて様子を見てみるだけでも

いいです。良ければバンクを足 していきサーマリ

ングに入る。せっか く15mの スパ ンがあるので

すから翼全体をセンサーとして使 うべきです。始

めは上がれないサーマルだったとしても回ってい

るうちにだんだんと強くなってくることもありま

す。
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もちろんこれは時と場合によりけ りで、他に強

いサーマルがあると分かっているのに弱いサーマ

ルにしがみついた り、あまりに低い高度でサーマ

リングに入るのはいけませんが。あくまでも余裕

をもった上での話です。リフ トを感 じ少 しでも

(いけるかも…)と 思ったなら自分を信 じて「とり

あえず」回ってみてください。バリオが +1に振

れて初めて旋回を開始するような、わか りやすい

サーマルに出会える日は木曽川では多くありませ

ス′。

また長時間飛ぶ、距離を飛ぶとい う事は単純に

サーマリングの技術だけで成せるのものではあり

ません。飛びながらでも操縦に必死になるのでは

なくて、微妙な風向の変化、他の機体の動き、雲、

日射、地表の観察をしっか りして次の行動を決め

る。長 く浮いている人はサーマリングが上手い人

ではなくて、サーマルを見つけるの上手い人です。

次はセンタリングについてです。ほとんどの人

は慣れてくると感覚でセンタリングをするように

なるので、教本に書いてあるようなセンタリング

法を実践する機会はあまり無いかもしれません。

特に俊敏な単座に乗っているとセオリー通 りのセ

ンタリングなどまどろっこしくてやっていられま

せん。教本には分か りやすいよう、バリオの示す

上昇率からプラスの分布を考えてセンタリングす

る方法が書かれています。ですが、実際ソアリン

グしている時、そのようなわか りやすいサーマル

に出会 うことはほとんど無いでしょう。注意すべ

きは 2箇所。いつプラスに入って、いつプラスを

出たか。プラスに入る瞬間、パイロットはシー ト

に押 し付けられるようにサージを感 じ、風の音が

大きくなり、空気の加速感を感じるでしょう。逆

にプラスを出れば落ちるようなフワっとした感覚

が して、風の音が小さくなります。ですから私は

センタリングの際、機体に当たる気流の音を聞く

ことにかな り比重を置いています。オーデイバリ

オは使いません。特に Ka6Eな どは機体に当たる

気流の音が大きいので、反応の遅いオーデイオの

音を聞くより風の音を聞いたほ うがサーマルの位

置が分か りやすいです。またバリオは上昇率を知

るための計器 とい うよりは、気流がどう変化 して

いるかを知るセンサーのように使います。バリオ

の針がどの値を指 しているかではなく、上向きに

動いているか (プ ラスに入ろ うとしている)、 下向

きに動いているか (プ ラスか ら抜けようとしてい

る)、 その動きが重要です。

先程セオリー通 りのセンタリングはほとんどや

らないと言いましたが、それではこれからソアリ

ングを始める人を突き放 しすぎるので、一つ分か

りやすいセンタリング法を紹介 しておきます。や

り方は単純、バリオの針が上向きに動こうとして

いる(表示が一でも)時にバンクを緩めて緩旋回。

バリオの針が下向きに動こうとしている時にバン

クを深 くして急旋回。旋回を持続させる区間は場

合に よりけ りですが、概ね 180° ずつでいいで

しょう。エルロンを操作 してからバンクが変化す

るまでは、多少遅れがあるので上昇率の変化をあ

る程度予想 して少 し早めにエルロンを使 うのがコ

ツです。一番簡単なセンタリング法だと思います。

まだ自分でソアリングした事が無い人は是非試 し

てみて下さい。

サーマリングについてもうひとつ書いておきま

す。サーマルは必ず しも全周 +に入れられなくて

も、高度を獲得できます。これは普段から旋回半

径の大きな複座でソアリングをしている教官方の
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方が詳しいでしょうが、ダイナミックソアリング

とか言われるものです。サーマルが小さすぎて全

周プラスに入らないとき、沈下帯では速度を付け

バンクを深 く、プラス帯では速度を抜きバンクを

浅 くする。これをセンタリングとしてではなく定

常的に行 うことで半周プラスのサーマルでも高度

を獲得できるのです。感覚的には「なるべく長 く

プラスの中にいたい。J「 なるべ く早 く沈下を出た

い。Jと いったイメージでしょうか。バ ンク速度

一定の定常旋回を教えるサーマリングの初歩 とは

正反対の技術ですが、これを使えば自分の最小旋

回半径よりも小さなサーマルでも上がる事が出来

ます。

次にグライ ドです。ある程度風の吹いている時、

沈下にはまったら風向に対 して直角に飛んでライ

ンを変えてみる。プラスにヒットしたら、とりあ

えず風上に機首を向けて様子を見る。風上に向

かっている最中にサーマルにヒットしたら、しっ

か り待ってからロールイン。風下に向かっている

最中にヒットしたら、流される前にすばやくロー

ルイン。こんなところでしょうか。

グライド中は沈下率に合わせて積極的に速度を

変化させます。それでもエレベーターの舵は丁寧

に使い、波に乗る様なイメージでなるべ くエネル

ギーのロス無 く動か します。教官同乗で速度一定

で飛ぶ練習ばか りしていた頃を考えると、なかな

か抵抗があるかもしれませんが、風上に向か うか

風下に向か うかでも最良滑空速度はかな り違いま

す。思い切って速度を変えましょう。風上に向か

う時やクロスウインドで飛ぶときは、ちょっと速

度をつけ過ぎだと感 じるくらいの方が、L/Dは伸

びます。どんなに風が強い日でも、正 しいライン、

最適な速度を選んで飛べばきっと旋回点まで迪 り

着けるでしょう。

旋回点に付いたら写真撮影ですね。特に書 くこ

とはないですが、写真撮影の失敗は恥ずかしいで

す。撮 りなおして高度をロスするのも勿体無いで

す。かといって、遠 くに行き過ぎて浅いバンクで

取るのも勿体無いです。高度別の撮影ポイントを

あらかじめ考えておきましょう。この高度この位

置なら絶対取れるとい うポイントをセットしてお

き、撮影ラインに乗ったら旋回点に背を向けて加

速.GPSで 位置を確認 して撮影ポイン トまで来

たらシャンデルで撮影。失敗する要素はどこにも

ありません。撮影時のコツは旋回点が見えるまで

しっか リバンクを入れる事。あなたが思っている

程まだバンクはついていません。撮影ポイントが

正 しければ、必ず旋回点が見えるはずです。

今後スタンダー ド機で競技会に出るのであれば

速度点を稼 ぐためには、どこまで上が るか何

kll■7hで グライ ドするか といった判断も迫 られる

ようになるでしょう。日大や早稲田といったスタ

ンダー ド機のテームは皆、無駄の無い周回で速度

点を搾 り取るようなフライ トをしていました。新

機体の導入に備えて大いに研究の余地がある事だ

と思います。なに しろ 150kWhで グライ ドして

もほとんど滑空比が変わらない機体に乗るのです

から、最良滑空比を前提にした失高計算だけでは

意味がありません。妻沼は +3、 4のサーマルが

出るような場所です。そ うした条件の時、何が本

当の最良滑空速度を意味するのか分か りますよね。

最後に重′し、位置について少し触れておきたいと

思います。重心位置を後方寄 りにすると縦安定が

悪 くなって、エレベーターの効きが良くなること
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は知っていると思いますが、サーマリングにおい

てどれだけコアを攻められるか、バンクを絞れる

かはエレベーターの効きによるところが大きいで

す。エレベーターの効きが悪い機体はハイバンク

でサーマリングしようとするとフルアップにして

もバックプレッシャーが足 りなくなって旋回を持

続できません。 (速度を増やすな り、ラダーで無

理や り機首を上げるな どの方法 もあ りますが )

Ka6Eは 非常にエレベーターの効きが良い機体で、

60° 近いバンクをつけてもまだエレベーターの引

きに余裕がありました。これが精神的にもすごく

楽で、安心 してハイバンクのサーマリングを続け

る事が出来ました。そこで、考えて欲 しいのが単

座に乗るとき重心位置をどうしているかとい う事

です。無駄にバラス トを積んではいないでしょう

か ?も ちろんパイロットの好みもあります し、初

めて乗る機体ならば重心位置は中心に合わせて様

子を見るのがセオリーです。最小沈下率が減ると

か、最良滑空速度が遅 くなるとか他の効果もあり

ますが、実際それを実感する事はほとんど無いか

もしれません。ですが操縦性は 10kgの バラス ト

の有る無 しでかなり変わ ります。

以前、他の機体に比べてもともと重心位置が前

方よりになっている関大23に誤って 10kgバ ラス

トを積んだまま出発 しソアリングした事があった

のですが、操縦性の違いにびっくりしました。も

し来年も同志社23を使 う機会があれば選手の体重

次第では相談 して固定バラス トを外すことも考え

てみてはどうでしょうか ?

だらだらと無責任なことを書き連ねてしまいま

したが、一つの考え方としてこれからソアリング

パイロットを目指す後輩たちが、内容を吸収 して

くれると嬉 しいです。ソアリングはきっと皆が

思っている以上に奥が深 く、まだまだ知らないこ

とがあるだろ うと思います。そ うした知識はライ

センス取得までとは違って、待っていれば誰かか

ら教えてもらえるものではないでしょう。だから、

ライセンシーになった後も貪欲に知識を蓄え実践

し習得 して、勝てる選手になって欲しいと思いま

す。その方がきっと楽 しいし、や りがいがあると

思いますよ。今度入ってくる新機体はきっと、あ

なたの習得 した技術を思 う存分に発揮できる機体

でしょう。

卒業するにあたって一

思 うところはたくさんありますが、最後に同期

の 5人の仲間について書きたいと思います。僕が

4年 間航空部の活動を続ける中で同期の仲間はだ

んだんと航空部を離れていってしまいましたが、

飛んでいる人間だけがもてはやされていた中、主

将 として、ビス トとして、OB係 として、会計そ

して機体整備で部を支えてくれた仲間達には本当

に感謝 しています。グライダーパイロットは一人

では飛ぶことは出来ません。飛ぶ奴も飛ばない奴

もみんな揃って同志社大学航空部です。なかなか

裏方で働 く人間が評価されることはあ りませんで

したが東海関西優勝、全国 6位 とい う成績は彼ら

無 しでは得られませんでした。

そ して何より岩井 とい う相棒がいたから私はこ

こまで成長することが出来ました。全国大会後、

妻沼から帰る車の中で航空部での活動を終えた達

成感を二人で語 り合っていたのですが、岩井が航

空部での事を満足げに語るなんてことは大会が終

わるまで全 く想像 していなくて、それだけに本当

に 4年 間やってきて良かったと心から思 うことが
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出来ました。

失ったもの多くありましたが、きっとこの経験

を糧にしてそれ以上のものが得 られると信 じてい

ます。そしてどんな形になるかは分か りませんが、

きっとこれからもグライダーに関わっていくこと

になるで しょう.一度、飛ぶ楽 しさを覚えて し

まった人間がそ う簡単に飛ぶのを止められる訳が

ありませんからね !

最後となってしまいましたが、 4年 間お世話に

なった宮地教官、森川監督、三井コーチ、三田村

教官、僕等をここまで引っ張ってきてくれた前田

先輩、航空部を建て直 し僕等に飛ぶ環境を作って

くれた他の先輩方、こんなダメな先輩を支えてく

れた後輩たち(96は最高の機体でした !)、 そして

暖かく見守ってくださった OB諸氏の皆様に心か

らお礼を中し上げたいと思います。本当に有難 う

ございました。

応 援 団

||″躍褒義:“

後列 (応援団放の下)有 :藤 田昇良関東スポーツユニオン幹事 (応援団 OB)
左 :朝 日千尋 (現役部員)

前列右かし、出石賢司関東スポーツユニオン副代表 (ラ グビー部OB)と お子様
八木克明関東スポーツユニオン幹事 (柔道部OB)と お子様

黒田能弘(S52)官 原幸春 (S49)・ 豊浦順真(S39)

中村洋一郎(S49)西 山靖郎 (S48)・ 梶□英之(s40)
1敬 称略 ,
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