アメリカの女性ADV
ライダーをご紹介
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お 久 し ぶ り で す 、A D V

月号まで、 年に渡

2

（Adventure ）
Riderの

月号から昨年

12

jasmineです。2 0 1 3 年

ってアメリカのバイク旅をリポートし

最も勢いのあるA D Vライダーとア

てきましたが、今 回は、今アメリカで

メリカの女性ライダー事情を紹介し

月

と、
その前に…。現在私はアメリカ

たいと思います。

月の事 故 後（ 2 0 1 4 年

のホームタウン、
サンディエゴはカリフ

年

12

ォルニア州に居ます 。実は2 0 1 3

号コラム参照）
、
ノースカロライナ州で

月に再びADVラ

怪 我のリハビリとバイクの修 理を経

イディングに出発しました。しかしそ

て、2014年

形でまたもや事 故に遭い、完 全に意

れからたった５日後に、巻き込まれる

気消沈…。ADVライディングへのリ

現在はメンタル＆フィジカル休養中。

スクを再認させられました。

住み慣れたサンディエゴでしばらく

ライディングは休 憩 中ですが、旅 を

の間、英気を養っております。なので、

通して出 会えた稀 少な女 性 A D V

うことで、今回コラムを書かせてもら

ライダーとは繋がっていたい… 。とい

さぁ、
今回紹介する女性は、
ADV

うことにしました！

てもキュートで、
バイクへの情熱真っ盛

ライダー歴７年、
透き通る青い瞳がとっ

彼女とはSNSのADVライディ

りのSharon Faithさん。

南カリフォルニア州 及びメキシコを巡

ングサイトを通じて知り合いました。

彼女が先日サンディエゴに来た際に念

るADVライディングに出かける為 、

願だったミーティングを果たしました。

その時の彼女との質疑応答を交えな

事情を皆様にお届けしていきたいと思

がら、
現在のリアルなアメリカのバイク

います！

3

8

!!

PICK
UP!!

シャーロンの ADV ライディングやバイクに対する座右の銘は "For The Love
Of Two Wheels（二輪／バイクを愛するがために）
”

世界にはバイクで旅をする女子
ライダーがたくさんいます。そん
な彼女たちに焦 点を当て、色々
問いかけてみます！

日 本のスカジャンをシャ ー
ロンにプレゼントしまし
た！ スカジャン Sister 気
取りです♪ アメリカでス
カジャンは大人気で、私も
愛用しまくっています

ｊ：バイクの免許を取得したきっかけと馴れ初めを
教えて！

と思うわ！ ちょっと話が変わるけど、アメリカの

に入りのライディング・スポットはどこ？

女性ライダーの所有率の高いバイクのタイプは

Ｓ：そうね、ペルーのアンデス山脈と

何だと思う？

テネシー州、ノースカロライナ州をま

Ｓ：クルーザータイプが断突に多いんじゃないかし

たぐ、グレート・スモーキー・マウン

ら。特に東海岸ではそう感じるわ。

テンかしら。

ｊ：そうね、女性には乗りやすいものね！ 私も

ｊ：ぎゃ！ それってがっつりワインデ

本当は最初のバイクはクルーザーが良かったの

ィングロードじゃない!? じゃもちろんDeal's Gap

（現在はBMW650GSを所有）
。西海岸は気
ルスポーツに乗っている女性をよく見かけるよね。

Ｓ：父親が大のバイク好きで、彼がバイクに乗

スモーキー・マウンテンは数えられないほど走って

Ｓ：これから色々なタイプの女性ライダーが益々

る姿を見て成長してきたわ！ 私が10歳の頃から

るわ！ ワインディングが大好きなの！

増えていくと思うから、それに比例してADVライ

若い頃は免許を取るチャンスが無かったの。転

らデュアルスポーツに転向したんだね！

機が訪れたのは７年前のこと。私自身が人生で

Ｓ：そうなの。クルーザータイプだと、ワインディ
ングをスピーディーに乗りこなせないでしょ
！

ィーは少数派の為、驚くほど繋がっています。ま

ｊ：今後、ADVライディングで行きたい場所は？

た、様々な国の人々がこぞってアメリカ国内に

にも関わらず、免許を取ってから8か月間もバイ

Ｓ：南米全ての国を制覇したいのと、スイスのア

ADVライディングに来るので、ライダーズ・ミー

ルプス山脈かしら！

ティングなどを通して、世界中のADVライダーに

ｊ：アルプス山脈なんて、ワインディングの鬼〜
〜〜！

ってみたわ。そうしたらバイクの楽しさに翻弄され

Ｓ：ふふふっ！ ワクワクするわ！

2012年からADVライディングを始めました。こ

ちゃって！ そこから本格的に私のバイク人生が

ｊ：ちなみに、転んでしまったり、事故に遭われた

の数年の間に出会えた、世界を駆け巡り、たく

ことは？

ましく、格好良すぎる女性ADVライダーを通して、

ｊ：そんなことがあるのね！ これまで、アメリカの

Ｓ：転んだことなんて何度もあるわ。でもラッキー

様々なことを学びました。ADVライディングに魅

どれだけの州をバイクでADVライディングしたの？

なことに事故に遭ったことはないわ。

せられた今、彼女たちに出会えた縁を大切にし、

Ｓ：17州ね！ すでに今年の７月に、アラスカ州

ｊ
：それは幸運なことね！ 事故は経験する必要の

アメリカ国内に限らず、今後も世界の女性ADV

へADVライディングに行く予定を既に組んである

ない事だから、これからもどうか安全にライディン

ライダーをみなさんに発信・紹介していきたいと

から、それでもうすぐ18州になるわ。

グしてね！

思っています。

ｊ
：Cool！ ちなみにこれまでに何か国をADVライ

ｊ：では、アメリカにいる、ほかの女性ADVライ

世界はとてつもなく広い！そして道はどこまでも
living our dream, living my journey... I will

現在４か国ね。

see you soon!!

ｊ：Wow!! なら、これまでたくさんの場所に行っ

ｊ：きっと彼女たちもあなたから刺激を受けている

a：マイケルの BMW 800GS に試乗するシャーロン
b：質疑応答が終わり、一安心の笑顔！
c：最後は私、シャーロン、マイケルの三人で！

続く〜！

Ｓ：オーストラリア、メキシコ、ペルー、ニカラグア、 Ｓ：彼女らは常に私の刺激であり、パッションで
あり、革新女的な存在ね！

A

B

私は旦 那であるマイケル の 影 響を受け、

スタートしたの！

ダー達をどう思う？

アドベンチャー
ライディングって？

出会える国でもあります。

たことをきっかけに、半信半疑で試しに１か月乗

ディングしたの？

Sharon Faith（シャーロン・フェイス）40 代 フロリダ州在
住 現在の彼女の所有バイク：Suzuki V-Strom 650

アメリカ国内では女性ADVライダーコミュニテ

とりわけ辛い局面にぶつかっていた時、気持ち

（2003年モデル、Kawasaki Vulcan）を買っ

2006 年にカリフォルニア州はサンディエゴに
単身渡米。現在の旦那マイケルとの出会いを
きっかけに 2011 年バイクの免許を取得。以
来アドベンチャーライダーに急変身！ アメ
リカのライダー事情を中心に jasmine 目線の
アメリカを皆さんにお届けします

ダーも増えて行けばいいなぁって思っているわ。

を吹っ切りたくて、思い切って免許を取ったの。
クに一切乗らなかったの。でもね人生初のバイク

jasmine T Cardwell

候も良いから、女性でもスポーツタイプやデュア

Ｓ：ええ、もちろん。もう３回行ってるし、グレート・

かしら、バイクに憧れを抱き始めていたんだけど、 ｊ：ひょえ〜…。だから最初のクルーザーバイクか
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たと思うけれど、その中で最もお気

（GB2013年8月号参照）も大好き!?

ADV
アドベンチャー

ガールズライダー♡

南カリフォルニア州とメキシコを ADV ライディングする為に、彼女がレンタルし
た BMW 650GS とのツーショット！

（以下ｊ：jasmine、S：Sharon）

Love
Let
From ter
USA!!

C

何が起こるか分からない、どんな出会い
があるか分からない…。どんなに険しい
山道も、砂漠も、森の中も、川の中も、
大都会も、秘境の地も、如何なる天候で
あろうが、如何なるコンディションであろ
うが、Two-wheeler（自動二輪）に必
要最低限かつ必要最大限の夢と希望を詰
め込んで、世界中をどこまでもひた走る
…。それがアドベンチャー・ライダー
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