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魅惑し翻弄する魔力。





　それがルールの解釈の違いによるものだとす

るならば、真相について言及するのは難しい。確

かなことは、その裁定は覆ることがなく、ホン

ダのファクトリーチームは、最大のチャンスを

ものにすることなく、屈辱に甘んじる結果になっ

たということだ。　パラグアイのフフイからボ

リビアのトゥピサに向かうステージ4、スペシャ

ルステージの前半が終了するボリビア国境での

出来事だ。HRCはチーム全員の車両に給油を行っ

たが、これがASOによって「許可されない場所

での給油」と判断され、ジョアン・バレダ、パウロ・

ゴンサルベス、リッキー・ブラベック、ミシェル・

メッジの4名にそれぞれ1時間のペナルティを課

したのだった。HRCの見解は、チーム、ライダー

へのブリーフィングで、給油禁止場所は距離など

によって明確に示されておらず、国境の当該地

点は給油可能な場所と判断できるというものだ。

しかし、SSの前半、後半の境界であったとはい

え、ひとつのSS内のニュートラルゾーンであり、

アシスタンスは禁止されているというのがASO

による判定の根拠だ。

　裁定はスペシャルステージの終了後に発表さ

れた。このステージで、最大のライバルである

KTMのエース、トビー・プライスがリタイア。

バレダが18分という大差で首位に立った矢先で

ある。HRCはここまで無傷。5年目の挑戦にし

て最大のチャンスを迎えたと誰もが喜んでいた

ところだけに衝撃は大きかった。

　気を取り直して追い上げるHRCは、バレダが

通算4度のステージ優勝をマークし、最終的には

5位まで順位を挽回するが、トップとの差は43

分。1時間という、現在のスプリント化するラリー

の中では大きすぎるペナルティを跳ね返すこと

は望めなかった。結果としては、トビー・プライ

スを失ってもなお、層の厚さを見せつけたKTM

ファクトリーチームがサム・サンダーランドと、

マティアス・ウォークナーの1-2フィニッシュ。

サポートチームで走ったベテランのジェラルド・

ファレスが3位と、KTM勢がポディウムを占め

る結果となった。KTMはダカール16連覇と連勝

記録を更新した。

　HRC=Honda Racingの公式レポートには、

チームとしての釈然としない思いがにじむ。曖

昧なルールの運用に言及。そして「実質的な勝利」

という表現も使われた。だが、同時に、ダカール

を走る実験室として開発に主眼を置き、その目

的は今回も達成され、またCRF450RALLYが優

れた性能を示したことに満足しているというコ

メント(本田太一 HRCラリープロジェクトリー

ダー )も掲載。次のラリーに向けての抱負も語ら

れている。

　HRCは、すでに勝てるだけの充分な力を備え

たと見るファンが多いのではないか。勝利の女

神が振り向くのは、2018年か?

激戦は450cc化から始まった

　2009年に舞台を南米に移し、ほぼ
同時に、2輪部門では段階的に450cc

給油違反の判定で全員に1時間のペナルティ
出鼻をくじかれたHRC

年々、ラリー選手としての強さに磨きをかけるジョアン・バレダ。
1時間の強烈なペナルティにもあきらめることなく最後まで粘り強
いラリー運びを見せた。



化を進めてきた。その目的は、ラリーの
高速化を抑制し、重大なアクシデントの
リスクを低減することにあったが、もう
一つの理由は、KTMの独壇場となって
いる2輪部門をもう一度活性化すること
にあった。2000年を最期にBMWが撤
退して以降、ファクトリーチームとして
参戦するのは、実はKTMだけとなって
いた。続くチームはフランスYAMAHA
だったが、こちらは450ccクラスでの
参戦で、総合順位は狙っていなかった。
オフロードバイクの世界的なマーケッ
トでもっともメジャーなクラスである
450ccに光を当てることで、人気が低
迷する2輪部門への参入を促したい。
　ほとんど予告なく断行された450cc
規制に対して、当初KTMは猛反発した。
膨大な資金、時間を費やして開発して

きた完成度の高い主力機種660/690
ラリーを鉄屑にしてしまいかねないの
である。だが、数年が経過し、結局は、
ASOの狙いは正しいものだったと評価
さ れ る こ と に な る。Aprilia、BMW、
Husqvarna、Sherco、GASGASと
いった小規模ではあるがメーカーが総
力を挙げて取り組むファクトリーチー
ムが多く参入。もとより450ccでラ
リーを戦ってきたYAMAHAもチーム
体制を再び強化し総合優勝を狙ってき
た。そして2013年、かつてNXRで砂
漠のラリーを席巻したホンダファクト
リーチーム(HRC)が、ラリーにカムバッ
ク。2輪部門は、ダカールの主役とし
てかつてないほどの注目を集めるよう
になったのだ。660/690で培った技
術を存分に活かして開発された新しい

KTM450RALLYは、チーム力ととも
に抜群のポテンシャルを示し、ダカー
ルで勝ち続ける。寡占で、すでに勝っ
て当たり前となっていたアフリカ時代
よりも、450cc化した南米での勝利は、
KTMにとっても比較にならないほど価
値のあるものになったはずだ。砂漠の
王者という呼称は今やKTMのためにあ
るといっても過言ではない。

USAのデザートレーサー、リッキー・ブラベックは2016年からの
参戦。ステージ優勝を挙げる活躍だったがステージ10のSS終盤でク
ラッシュ。マシントラブルを抱えリタイアとなってしまった。



　KTMファクトリ—チームは、2015年に初出

場して3位、翌年はファクトリーチーム契約して

いきなり優勝(!)、オーストラリア人として初の

ダカール勝者ともなったトビー・プライスをエー

スに、スロバキアのステファン・スビッコ、オー

ストリアのMXGPライダー、マティアス・ウォー

クナー、そして2014年にHRCからKTMに移籍

したサム・サンダーランドという布陣。サンダー

ランドはドバイ(UAE)在住のイギリス人。

　HRCは、昨年のチーム体制を踏襲するが、本

拠をMONTESA HONDAに移し、マネージメ

ントを強化。パウロ・ゴンサルベスとジョアン・

バレダの2人をエースに、ウォーターキャリア

(クイックアシスタンス)として、USAのデザー

トレース出身のリッキー・ブラベック、2015

年にフランスYAMAHAから移籍したミシェル・

メッジの4名体制。さらにサテライトの南米ホン

ダチームが加わる。

　この2大チームに拮抗する勢力の筆頭はKTM

のファミリーブランドであるHusqvarna、そ

してダカールでは最も経験豊富なチームである

YAMAHAオフィシャルチームだ。Husqvarna

は地元チリのパブロ・クィンタニラと、フラン

スのエンデューロエリートであるペラ・レネ。

YAMAHAは、ルトゥケで連勝記録を持つフラン

スのアドリエン・ファン・ビベレン、イタリアの

ベテランエンデューロライダー、アレッサンド

ロ・ボットゥーリ、そして2016年にHRCから

古巣に戻ったポルトガルのエルダー・ロドリゲ

ス。アフリカ時代に何度もステージ優勝を挙げて

いるロドリゲスは、KTMファクトリーチームで

エンデューロ世界選手権にフル参戦した経験も

あるベテランだ。　ラリーが南米に移ってから2

輪もエントリーが増え続け、昨年の150名に対

して、今年は167名がエントリー。日本からは

風間晋之介がYAMAHAのサテライトチームのサ

ポートでダカールに初挑戦した。

序盤から飛ばしたプライスだったが
　パラグアイ、1月2日。アスンシオンのプロロー

グは39kmのタイムドセクション。初出場、最

初のステージ優勝を飾ったのはYAMAHAのサテ

ライトチームで参加するザビエル・ソルトレー

ト。FIMエンデューロの欧州チャンピオンだ。

　翌日、1月3日のステージでラリーは本格的に

スタート。SSは275km、昨年の覇者、トビー・

プライス(KTM)がベストタイムを出して序盤戦

の首位に立った。道路脇には牛が多く、しばし

ばコース内に侵入する危険な状態だったが「カ

ンガルーよりはずっとマシだった」と、プライ

スはうそぶく。昨年は、中盤まで目立つタイム

を出さなかったオーストラリア人は、ここで早

くもHRCのパウロ・ゴンサルベスに3分弱の差

をつけて見せる。ステージ1のウイナー、ソルト

レート(YAMAHA)は3位。KTMのマティアス・

ウォークナーは制限区間での速度違反があり5分

のペナルティを受け11位、もしペナルティがな

かったらプライスに続く2位という速さだった。

　続くステージ3は、タクマンからフフイへの

780km、スペシャルステージは364km、オフ

ピストが多く、海抜5000mを超える峠越え、柔

らかい砂地、リバーベッドではトライアルのよ

うに起伏の多い地形が連続した。

ウェイポイントの新ルール
　ナビゲーションも難しさを増してきた。今

年からウェイポイントのシステムが変更とな

り、これまで一定の半径(800m)に接近すると、

GPS画面にウェイポイントまでの距離と方角が

示されるようになっていたのだが、今年から、

WPC(ウェイポイントクローズド)という方式が

加わり、ほぼすべてのウェイポイントがWPCに

なった。WPCの場合、接近しても距離も方角も

オープンにならず、300mまで近づくといきな

り通過と判定される。

　ウェイポイントというのは、トラッキングシ

ステムで管理されたデータ上のチェックポイン

トのことでSS内に20〜30カ所ほど設定されて

いる。これを通過しないと、1カ所につき20分、

1時間、2時間(ポイントによって異なる)のペナ

ルティが加算。WPCによって、選手はより、正

確にロードブックをトレースしなければならず、

ナビゲーションは難度を増している。

　昨年の覇者、トビー・プライスは、このステー

ジ3の序盤、多くのライダーと一緒に枯れ川のセ

クションでミスコース、5位にポジションを落と

す。ステージ優勝は、HRCのジョアン・バレダ

で、総合でも10分のリードで首位に立ち、今年

のHRCの強さをアピールすることになったが「ま

だ勝利について展望するには早すぎる。ラリー

はまだ7500kmも残っていますから。この後も

ラリーに集中し続けることが大事です」と冷静

に語った。

プライスが負傷リタイア
HRCに衝撃のペナルティ
　パラグアイからボリビアに向かう国境越えの

ステージ。トータル521km、そのうち416km

がタイムドセクション。前日にミスコースして

大きくタイムロスしたトビー・プライスが、フィ

ニッシュ直前にクラッシュ。大腿骨を折る怪我

でラパスの病院に緊急搬送された。この日は、

YAMAHAのアレッサンドロ・ボットゥーリがや

はりフィニッシュ直前でクラッシュしてリタイ

ア。450cc化しても止まらないどころかますま

す激化する戦い。昨年も同様だったが、毎日のよ

うにトップグループのライダーがハイスピード

のクラッシュで消えていく。このステージで優

勝したKTMのマティアス・ウォークナーも、昨

年はその一人だった。ジョアン・バレダは無理

のないペースを保って2分遅れの2位、総合首位

をキープ。3位にチームメイトのミシェル・メッ

ジ。

　数時間後、ASOはリザルトを改定。HRCの4

名に1時間ずつのペナルティを加算した。詳細

は、冒頭に記した通り。ここで一気に形勢は逆転。

KTMのエースが飛んで、チームとして最大のチャ

ンスを迎えたはずだったHRCは、一転どん底に

叩き込まることになった。

　翌、ステージ5はトリッキーなナビゲーション

に翻弄された。HRCのミシェル・メッジ、ブラベッ

ク、そしてバレダもウェイポイント探しに苦労

してタイムロス。総合12位まで転落。ポジショ

ンよりもペナルティによる1時間の加算が痛い。

HRC勢のトップはパウロ・ゴンサルベスの10位

で、トップとの差は1時間8分。ステージを2位

で終えたゴンサルベスのコメント。

　「今日はいろんなシチュエーションが出てくる

いいステージでした。ナビゲーションもテクニ

カルでしたが上手くいきました。ただ、フィニッ

シュの20km手前のあたりで大きなミスをして

しまい数分ロスしたのが惜しかったですね。ペ

ナルティを巻き返すのは本当に難しいと思いま

すが、残りの7日間がそれを可能にしてくれるか

もしれません。私たちは戦い続けますよ」。

　ステージ優勝はサム・サンダーランド。総合

でも首位に立った。これまで期待されながら怪

我が続いてダカールではいいところがなかった

サンダーランドが、ここから追われる立場とし

ての重圧を背負うことになる。

ナビゲーションのルール改定
前半戦から波乱の展開に



トビー・プライスは、ISDEや地元オーストラリアのエンデューロ、デザートレースで活躍。ISDE
ではオーバーオールウインの経験もある超級エリートのエンデューロライダーだ。2015年KTM
サポートでダカールデビューしていきなり3位、ファクトリーマシンを与えられた2016年は優勝
と一躍ダカールヒーローの座にのぼりつめた。今年はステージ4でクラッシュ。毎日のようにトッ
プライダーがクラッシュで消えていく。それが今のダカール。Red Bull Content Pool

2輪で5回の優勝(KTM)、2014年はフランスYAMAHAから参加し、総合4位で2輪選手としての
キャリアを終えたシリル・デプレ。プジョー 2008をペテランセル、ローブに続く3位のポディウ
ムに導いた。Red Bull Content Pool

ステファン・スビッコ
Red Bull Content Pool

トップチームのビバークでの生活は快適なモーターホーム。



　政府が非常事態宣言を出すほどの日照り、水

不足が続いていたボリビアにとっては待望の雨

ということになるが、ラリーにとっては過酷な歓

迎。前日のオルロも、日没までに到着できたライ

ダーはまだ運が良いほうだが、到着してもビバー

クは洪水で、身体を休めるのも難しい状態。主

催者は、この災害級の豪雨への対応として、オ

ルロからラパス間のスペシャルステージをキャ

ンセルし、最短ルートでのリエゾンに変更する

ことを決定。予定のコースの安全確保が難しい

こと、遅い時間になってもオルロに到着してい

ない選手が多く、スペシャルステージを走るた

めの準備ができないことなどが理由だ。

　オルロからラパスは786km、SSは527km

で、今大会もっとも長いステージのはずだった。

追う立場のHRCにとっては挽回のチャンスが減

ることにもなる。

　ラパスではさらに一日の休息日が設けられて

いて、ラリーの再開は1月9日。すでに後半戦で

ある。

　ここまでの首位はKTMのサンダーランド、

2位 にHusqvarnaの ク ィ ン タ ニ ラ、3位 に

YAMAHAのファン・ビベレンで、HRC勢のトッ

プは総合10位のパウロ・ゴンサルベス。トップ

との差は依然、1時間8分と大きい。

　ライダーにとっては唯一、身体を休めること

ができる休息日だか、サポートチーム、メカニッ

クは、マシンのリフレッシュに忙しくなる。翌

日からの2日間は、サポートチームが近寄れない

ウユニのマラソンステージのため、整備は完璧

に完璧を重ねる必要がある。

　日本の風間晋之介も総合97位と堅調な試合運

びでラリーを折り返した。

ウユニのマラソンステージ
雨で厳しいラリーが続く
　ASOは、悪天候によるコンディションの悪化

に対応し、ラパス〜ウユニ間のルートを変更。フ

ルデイでキャンセルとされたステージ6のルート

を一部組み込んだ。そのために新しいロードブッ

ク(コマ図)も作成。新たに設定されたスペシャ

ルステージはサンドが主体の161kmで、前半

400km、後半240kmのリエゾンに挟まれてい

る。

　短いSSでステージ首位を獲ったのはHRCの

リッキー・ブラベック。自身初のステージ優勝。

1分44秒差でHRCのゴンサルベスが2位、3位

にサンダーランド、大きく順位を落としている

バレダが4位。短いステージで、この日のタイム

はいずれも僅差。

　ここまでの総合では、KTMのサンダーランド

が首位、17分差の2位にHusqvarnaのパブロ・

クィンタニラ、さらに5分遅れてYAMAHAのア

ドリエン・ファン・ビベレンが3位と健闘中。

　1時間のペナルティを抱えるHRC勢のトップ

はゴンサルベスの8位でトップとの差は1時間5

分、チームメイトのバレダは9位でトップとの差

は1時間15分弱だ。

　そしてマラソンステージ後半。ウユニ〜サルタ

間のステージ8は892km、SS492kmというロ

ングステージ。ここでバレダがスパート。ナビ

ゲーションも難しいステージだったが、今大会2

度目、通算15回目のステージ優勝を獲得。わず

かながらトップとの差を縮め総合9位に浮上。

　「雨で滑りやすいステージでした。マラソンス

テージの後半でタイヤを消耗していたので、ま

るで後輪が踊っているみたいでしたよ。でも最後

まで調子よく走れて楽しかったですよ」というバ

レダ。一方のサンダーランドは「ステージでの

勝利は意識していません。先はまだ長いですし、

ラリーの主導権が、1日で移る可能性だってあり

ます。ワンミスが大きなタイムロスにつながり

ます。ダカールでは、誰でも何かしらの問題を

抱えて戦っていますが、それをどのようなマネー

ジメントするかが重要です。良い日ではなくて、

悪い日をどのように戦うかが大事です」と冷静

さをうかがわせるコメント。

　総合2位はHusqvarnaのパブロ・クィンタニ

ラ、3位にYAMAHAのアドリエン・ファン・ビ

ベレン。

雨が続きステージキャンセルのまま
ラリーはラパスでの休息日を迎えた。



昨年3位、チリの英雄、パブロ・クィンタニラは2位でトップのサン
ダーランドを追っていたが、ステージ10でクラッシュしてリタイ
アしてしまう。ミスコースで大きくタイムロスをした直後だった。
Marcin Kin



　前日、ウユニ〜サルタ間のルート上にあるボル

カン村を土石流が襲い大きな被害が出た。ダカー

ルの主催者ASOは、トイレやシャワーなどラリー

のインフラの一部を提供するなどして被災地を

支援していたが、この災害で道路が失われ、ラ

リーの後半を走る選手やサポートチームは、リ

エゾンで大きな迂回が必要となり、1日の行程は

予定より200km長く、1000kmを超えること

になった。

　これを受け、ASOは、翌日のステージ9をキャ

ンセル。600kmの行程を、リエゾンとして実施

することに決定。ビバークへの到着が遅れたチー

ムが多く、SSを走るための充分な準備ができな

いと判断。こうした対応は、今大会2度目。風間

晋之介も、雨の中1000kmを走ることになった

グループに居た。ラリーは、プライベーターに

とって、より長くタフなものになる。

　スペシャルステージが再開したのは1月12日、

ステージ10、チレシト〜サンファン。行程は

751km、SSは449km。標高の高いエリアが

終わり、再び35℃を超える暑さがライダーを迎

えた。前半はトライアルライディングのように

難しい地形が続き、後半はハイスピード。WPC

がカギを握るトリッキーなナビゲーションが続

いた。

　HRCのミシェル・メッジがステージトップタ

イムでフィニッシュしたが、ウェイポイントの

不通過で、1時間のペナルティが追加。代わっ

て今ラリー 3度目のステージ優勝となったのは

HRCのジョアン・バレダ、僅差の2位にKTMの

ステファン・スビッコ、3位に南米ホンダ、地

元アルゼンチンのフランコ・カイミと続いた。

KTMのサンダーランドはトップのバレダから17

分落ちの12位だが、総合では30分のアドバン

テージで首位をキープ。総合2位もチームメイト

のマティアス・ウォークナー。3位にHimoinsa 

Team KTMのジェラルド・ファレスが浮上した、

YAMAHAのアドリエン・ファン・ビベレンはファ

レスから3分遅れの4位。

　Husqvarnaのパブロ・クィンタニラが、ここ

まで総合2位でサンダーランドにプレッシャーを

与えてきたが、前半のステージでナビゲーショ

ンに失敗、1時間ものタイムロスを喫し、続いて

後半にクラッシュ。負傷によってリタイアとなっ

てしまった。2015年は総合4位、昨2016年は

3位と素晴らしいリザルトが続いたチリの英雄に

焦りはなかったか。

　バレダは、徐々にトップとの差詰める。「ラリー

の前半に1時間のペナルティを受けた後は、特に

大きなミスもせずにここまで来ることができま

した。この後のステージにもチャンスがあるこ

とを期待しています。とにかくフィニッシュま

でしっかりとラリーに集中して走ります(ジョア

ン・バレダ)」。

　一方のサンダーランドはトリッキーなナビ

ゲーションに翻弄された。「前半は無理せずに

ロードブックに集中し、リズムを探しながら走

り始めました。40km地点のリバーベットで違

う谷に入ってしまい混乱しましたが、すぐにリ

カバリー。ところがその後すぐにまたミスコー

スしてしまって…これが大変でした。ロードブッ

クには"リバーベッドを行け"と書いてあるんです

が、リバーベッドがたくさんあるんです。かな

HRCのバレダがスパート
挽回にわずかな期待を賭ける

一面マディとなったSSを飛ばすジョアン・バレダ



りタイムロスをしたと思い、すごく焦りました。

こういう時に冷静さを保つのは難しいですね。で

も給油地点に到着するとまだバイクが2台しか到

着していなくてホッとしましたよ!」。

　2輪部門のディレクターに、ダカール王者のマ

ルク・コマが就任したのは昨年のラリーからで、

当初から「ナビゲーションを重視する競技への

転換」を示唆している。今年のラリーでは後半

になるに従ってトリッキーなナビゲーションが

目立つようになっているが、これこそ、コマに

よる味付けであると見る向きが多い。ダカール

は常に変化しているのだ。

　1月13日、アルゼンチン。残るステージは2

つ、SS合計は約350kmでこのラリーは終わ

る。サンファン〜リオクアルトの754km、SS

は288kmだが、ダカールでは何が起きても不思

議ではないということは、数日前、HRCを襲っ

た出来事も証明している。だからそのHRCにす

ら、もう挽回のチャンスがないとは言えないし、

KTMも勝利が確実になったと言い切ることがで

きない。

も感じられるはずだ。ダカールにおいてポディ

ウムの最後のステップに乗れるかどうか。これ

はプロライダーとしてのキャリアにとって重大

な差だ。

　サム・サンダーランドのコメント。「昨日の夜

ロードブックをチェックして、今日のステージ

はナビが簡単なこともわかっていたので、昨日み

たいに焦るようなことは起きないと思っていま

した。前半は起伏の多いサンドのコースで調子

よかったですよ。ホームのドバイに似ていまし

たから。何人かここでパスすることができまし

た。後半は左右のコーナ—が続くツイスティな

ステージでちょっとだけウッズもありましたね。

とにかくミスしないように慎重に走りました。ワ

ダチが多く、ウォッシュアウトもあってリスキー

な路面でした。約30分の貯金がありますね。3

時間だともっと安心ですが!　最後まで慎重にラ

リーに集中して、この貯金を活かしてフィニッ

シュまでつなげたいです」。

　風間晋之介も66位で最終日を迎える。

　そして最後のロングステージ。288kmを飛

ばしに飛ばしのはやはジョアン・バレダだ。今

ラリー 4度目のステージ優勝。ステージ2位も

HRCのパウロ・ゴンサルベス、前日のステージ

でKTMサテライトチームのジェラルド・ファレ

スに総合3位を奪われたYAMAHAのアドリエ

ン・ファン・ビベレンがファイトしてステージ3

位、ポディウムのファイナルステップまで約40

秒まで挽回してみせた。ステージの前半は今大会

最後の砂丘、その後はWRCのSSのようにツイ

スティなルート。視界を奪うダストが多かった。

　KTMファクトリーチームのサム・サンダーラ

ンドは、この日、トップのバレダから9分15秒

落ちのステージ5位だが、総合では首位を堅守。

2位のチームメイトに33分ものアドバンテージ

を持って、最終日につないだ。最後のSSはわず

か64km、サンダーランドは貯金を使いながら

手堅いラリーをこなすはずだ。他方、現在3位

のファレス(KTM)と、40秒差で4位のビベレン

(YAMAHA)にとって最後の64kmは長くも短く

ラリー終盤
サンダーランドは貯金の使い方を知っている

リタイア続きだったサム・サンダーランドが総合優勝。英国人とし
て初のダカールウイナーにもなった。サンタ—ランドは2014年まで
HRCに所属、その後KTMに移籍した。Red Bull Content Pool





4輪総合3位のシリル・デプレ
Red Bull Content Pool



　1月14日、ステージ12は リオクアルトから

ブエノスアイレスへの凱旋。トータル786kmで、

SSは64kmだ。首位で最終日の迎えたKTMのサ

ム・サンダーランドは、貯金を数分だけ使って

ステージ6位でフィニッシュ。初のダカール制覇

を達成した。リタイア続きだった自身にとって

初めてのダカール完走ともなった。

　「無事にフィニッシュラインを切った時は本当

に興奮しました。後半の6日間は重圧に押しつぶ

されそうな気持ちでしたが、今は最高の気分で

す!」と喜びを語るサンダーランド。「トビー・ブ

ライスがリタイアしたことはチームにとって大

きな衝撃でしたが、チームワークで乗りきるこ

とができました。今回のダカールには、速いラ

イターがたくさんいて誰が勝ってもおかしくあ

りませんでした。そんな中で、私たちは、ミス

を最小限にすることが勝利につながると信じて

いました(サンダーランド)」。

　パラグアイ、ボリビア、アルゼンチンにまたが

り、総走行距離はほぼ9000kmに達する長いラ

リー。キャンセルされた分を除いてもSSの距離

は3000kmを超えるが、サンダーランドが記録

したSSのトータルタイムは32時間06分22秒。

　昨2016年は前半に負傷してリタイアとなっ

たMXGP出身のマティアス・ウォークナーもま

たプレッシャーの中での最終日。このステージ

は4位で走り切り、サンダーランドに続く2位を

堅守し、KTMファクトリーチームの1-2フィニッ

シュに貢献した。

　マティアス・ウォークナーのコメント「昨年は

自分にとって試練のラリーでした。今年、こうし

て無事にブエノスアイレスのフィニッシュに来

ることができて、夢がかなった思いです。最も

印象に残っているのはステージ10ですね。前日

まで4位だったのですが、なんとかポジションを

上げようと思い、前日にロードブックを徹底的

に研究していたんです。結果、ステージ10はナ

ビゲーションが勝敗を分けるステージになって、

総合2位に上がることができました。それを最後

までつなげることができたんです」。

　ポディウムのファイナルステップは、Yamaha

のアドリエン・ファン・ビベレンと、Himoinsa 

KTMのジェラルド・ファレスによって争われた。

ビベレンが優位にラリーを進めていたが、ナビ勝

負となったステージ10でタイムロス。ファレス

が逆転して3位に浮上、両者は40秒の僅差で最

終日を迎えた。結果、ビベレンとファレスは30

分29秒というまったくの同タイムで最終SSを

走り切り、ビベレンの逆転はならず。37歳のベ

テラン、ジェラルド・ファレスが初のポディウム

フィニッシュを達成した。ファレスは、2014年、

2015年とGASGASファクトリーチームで参戦

し、苦しい戦いを続けてきたが、それだけにう

れしい結果だ。

　ジェラルド・ファレスのコメント「嬉しすぎ

てなにも言えません…。この10年間はハード

ワークの連続でした。このチームに出会い、チー

ムの一員として走ることができて本当に良かっ

たです。この結果は本当にチームのおかげです」。

一方YAMAHAのビベレンは「なんとか48秒差

を詰めようとがんばりましたが、そのためには

サンダーランドは重圧に耐え
KTMは1-2-3で連勝記録更新

ファレスと接戦だったビベレンの4位がYAMAHA勢の首
位。ベテラン、エルダー・ロドリゲスは9位という結果。
少数精鋭のトップチーム。Red Bull Content Pool



64kmは短すぎました。フィニッシュまでハイ

ペースを維持したつもりでしたが…。しょうがな

いですね。ポディウムに届かなかったことは、正

直に言って残念です。でもこれがレースですね。

私にとってはまだ2度目のダカールですが、いろ

んなことを学ぶことができました。ポディウム

に届かなかったということは残念ですが、この

アドベンチャーから、たくさんのものを得るこ

とができました。また次のラリーのために前向

きにいきますよ!」。

HRCは雪辱を誓う
　Hondaファクトリーチーム、HRCのジョアン・

バレダは4度のステージ優勝を重ねるが、やはり

1時間の壁を吹き飛ばすことはかなわなかった。

　バレダは総合5位。「できることはすべてやり

ましたが、結果としては目標に届きませんでし

た。でも今はとても落ち着いていますし、満足も

しています。私は自分のベストなパフォーマン

スを発揮し、できるだけのことをしましたから」。

　バレダに続く6位は、チームメイトのパウロ・

ゴンサルベス。7位はエンデューロチャンピオ

ンから昨年ダカールに転向したHusqvarnaのペ

ラ・レネ。

　地元アルゼンチン、南米Hondaチームのフラ

ンコ・カイミが総合8位で「ベストルーキー」を

受賞。9位は昨年、HRCから古巣のYamaha

に戻ったエルダー・ロドリゲス、10位はHero 

Speedbrainのヨアキム・ロドリゲスが入賞、ベ

ストルーキーでも2位という結果。このチームが

走らせているのは、BMW G450Xをベースに

Speedbrainが製作した元BMW/Husqvarnaの

準ファクトリーマシンだ。

　女性王者のライア・サンツは、トップ15にわ

ずかに50秒届かなかったが16位というグッド

リザルト。7回連続出場しすべて完走という記録。

ノーアシスタンスで完走を目指すMalle Motoク

ラスは、エストニア出身のトーマス・トリーサ

(Husqvarna)が優勝。クラス2位、総合39位に

は、世界一周中のリンドン・ポスキット(KTM)

が入賞。このイギリス人は、まだまだ走れる余

裕を残して快挙を成し遂げた。

　初出場の#118 風間晋之介(Yamaha)は総合

67位で、完走という目標を達成した。

　ダカール2017のモト部門には、167名がエ

ントリー。厳しい行程に多くのライダーが脱落。

ブエノスアイレスにたどり着いたのは97名、全

行程は8818kmに及んだ。

ブエノスアイレスに敗者無し
HRCは挑戦を続ける

サム・サンダーランド
Red Bull Content Pool



昨年は負傷してリタイアに終わった、オーストリア出身のMXGP
ライダー、マティアス・ウォークナーは、総合2位でフィニッシュ。
KTM勢の1-2-3フィニッシュに貢献した。Marcin Kin

トビー・プライス。
Red Bull Content Pool




