
杉本 瑛生
（すぎもとえいせい）

応募時年齢 14歳

出身 東京都

競技種目 スケートボード

競技歴 8年間

アメリカ遠征にかかる費用の一部をHDPより負担いたします。

ドリームサポートプログラム 2008－2009受賞者

競技

実績

支援理由

支援内容

スケートボードは、ストリートで若者たちが興じる遊戯として捉えられがちでした。
競技人口については、アメリカでは野球・バスケットの競技人口の半分。日本におい
ては、大会参加状況から見る競技人口は、平均2,100名程度となっております。しか
し今日では、エクストリームスポーツのひとつとして各種競技会が開かれ、世界各国
で競技人口を増やしています。

2007年 AJSA関東アマサーキット第1戦 3位
2007年 AJSA全日本アマチュア選手権 優勝
2007年 Concretroded(サクラメント)第1戦 3位
2007年 Concretroded(サクラメント)第2戦 優勝
2007年 GATE1 SUPER SKATEBOAD SEASSION ハイエアー賞
2007年 GRIND FOR LIFE(フロリダ) 第1-4戦 優勝
2007年 GRIND FOR LIFE 年間総合優チャンピオン
2008年 AJSA全日本プロアマオープン選手権 3位
2008年 AJSA全日本バーチカル選手権 5位
2008年 Inglewood Games #3 ランプ 2位
2008年 Play Station AM JAM(CA VANS PARK) 優勝

杉本君は、アメリカのアマチュアスケートボード大会において、日本人唯一の年間
チャンピオンになっている逸材です。目標は、アメリカ・アマチュア最高峰の大会で
優勝する事。目標の為、アメリカで開催される各大会で成績を残すの事は勿論、各州
に点在するスケートボード協会へのPR活動も行っています。実力があるにも関わらず、
資金問題によってチャレンジができないという現状を打開する為、サポートを決定い
たしました。
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ドリームサポート受賞者 活動報告





フェニックス

アメリカ合衆国

Phoenix

4/2 いよいよアリゾナに向けて出発です。

朝８時にホームステイ先のラリー宅(LA)を出発。途中ガ
ソリンとトイレ休憩に寄って、そのまま一路フェニックス
まで。フェニックスには15時頃到着し、すぐに予約して
いたモーテルにチェックインをします。

スケートボード発祥の地へ。

杉本瑛生の挑戦

昼食後 荷物をおろし、さっそく会場の下見です。

モーテルから車で20分ほどのところに会場があります。
『rio vista skatepark』 会場は大会の準備が整い、明
日を待つばかりになっています。ゲートの鍵がしまってい
て入れないようになっていましたが、スケートパークを目
にすると滑りたくなるのがスケーター。フェンス越しに入
れない会場を見つめます。

その後、会場から15分ほど離れた他のスケートパー

クに行くと、そこには多くのスケーターがいました。1時間
ほど滑ってスケートは終了。練習後は滞在期間中の食
料買出しと、本日の夕食をとり、モーテルに戻って、早
目の就寝。翌日に備えます。

アリゾナへ。

入れない会場を見てイメージする瑛生(写真上)

アメリカ、



4/3 今日は公開練習。

朝、早めに起きて朝ごはんをとって10時にモーテルを出
発。大会中はずっとここに泊まるので荷物はそのままでス
ケートだけもってパークへ。

出走順 を確認します。瑛生は第３ヒートの最後、28

番目。エントリー者は100人超えており、12時スタートで
す。他の選手は、アメリカのスケボー雑誌や、瑛生が普
段みているDVDに登場するような有名な選手ばかりでし
た。しかし、お客さん気分ではいられません。予選までは、
体がかたくならないように適度に動くのですが、ここアメリ
カでは簡単に滑らせてもらえません。一人の選手が終わ
ると、ものすごい勢いで滑りだすのです。これはアメリカ
的で、日本では見られない光景です。

4/4 本日から予選が始まります。

朝8時にモーテルを出発し、30分に到着。お客さんの行
列ができてました。まだ予選なのに、大勢の人がいます。

パーク に到着すると、そこには既に滑ってるスケー

ターがいました。まずは大会関係者に挨拶。
主催のロウラも瑛生のことを覚えていてくれてうれしい再
会となりました。お昼を過ぎると続々とスケーターが集
まってきました。みんなハングリーでガツガツしていて、
瑛生はあやうく周りの雰囲気に飲まれそうになります。し
かし、周りに負けず、風にも負けず１７時まで練習をしまし
た。練習後は、モーテルに戻って学校の宿題をし、本日
も早めに就寝しました。

公開練習

予選開始

当日、会場で結果は発表になりません。翌日のお楽

しみということでモーテルに戻りました。瑛生はようやく緊
張も解け、ほっとしています。去年よりは瑛生らしさが出
せてアピールできたんじゃないでしょうか？

予定 より遅れること2時間。14時になり、いよいよ瑛生

の番になりました。1本目、なかなか良い滑りで順調。ミ
スは1回でした。2本目、ちょっと緊張の糸が切れてしま
い、2回ミスをしてしまいました。

スケートボードファンの熱気が溢れる会場

競技中の参加者ライバルを見つめる瑛生チケットを買うお客さん大会会場



4/5 さあ、予選の結果はどうでしょうか？

とりあえず会場に行ってみました。それにしても今日もお
客さんの行列がすごい！会場には500人くらい入ります。
決勝が行われる今日はテレビ局のカメラも到着していま
す。この大会の関心の高さがうかがえます。

１時間 ほどたってから紙が張り出されました。36位まで

予選突破です。結果、瑛生は21位で予選突破！去年の
67位からくらべると格段の進歩です。やりました！

結果

さあ、準決勝にむけて体を動かします。

ここまできたら、自分らしさを存分にアピールしたほうが
勝ちです。練習中も観客からサインをせがまれたり、まわ
りの選手となかよくなったり、撮影されたり。とてもリラック
スしてそして楽しんでいます。

準決勝 は第2ヒートの17番目。

無理せず自分らしさを発揮して1本目、ほとんどノーミス
の滑り。ずっと練習してた技をやってみたら見事にメイ
ク！！すごいです。2本目は少し疲れミスをしてしまいま
した。でも、さすが予選突破したメンバー。皆、レベルが
違います。そのまま準決勝は順調に進み、結果発表の
時間です。11位までが決勝進出となります。

なんと、結果は13位でした。

あと2人抜いていれば決勝にいけたのに。残念です。
といっても13位はたいしたもので、VANSのスカウトの人
から声をかけてもらったり、LOWCARDという雑誌の人か
らも声をかけてもらってました。このトップアマの大会で13
位ということは瑛生にとってももの凄く自信になりました。
ＭＣからも、とっても良かったと言って貰えました。

大会 終了後は、give awayといって各メーカーさんが

会場に来てくれたお客さんにいろいろなものを投げます。
大変な盛り上がりです。今回の大会結果は大満足では
ないでしょうか？また来年チャレンジしたいと思います。

準決勝会場の様子 準決勝順位表

スケートボードを持って、他の選手と話をする瑛生(画面左)

VANSのスカウト担当者と

give awayで盛り上がるお客さんたち大会ＭＣと



大会結果

日付 ： 2009年4月4日,5日
場所 ： アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス
出場 ： フェニックス大会

予選結果

21位 / 109

準決勝結果

13位 / 35

●雑誌
『 Transworld Skateboarding 2009 March 46 』
P.44 インタビューと写真
『 Transworld Skateboarding 2009 May 47 』
P.16 HDPの紹介
P.118 FLAKEの紹介
P.134 瑛生に一日密着

メディア出演情報

●テレビ
スカイパーフェクＴＶ 282CH EX SPORTS 
4月10日 22:00～22:30 「杉本瑛生 前編」
5月8日 22:00～22:30 「杉本瑛生 後編」
※一ヶ月間再放送有り。

●ＤＶＤ
FLAKE DVDにゲストライダーとして出演。

●新聞
2月19日付け 読売新聞夕刊コラムにて紹介されました。

その他報告事項

フェニックス大会の結果により、VANSという有名ブランドのスカウト担当者の目に留まりました。名刺・靴5足を貰い、直ぐス
ポンサーと行かなくても、今後も必ず連絡を取り合おうと言われ、米本社で滑りも見て貰う事ができました。
後日連絡をした所、『米に来ないか？』という言葉まで頂きましたが、勉強がある為直ぐに行ってPR等できない事を伝え、
夏の渡米の際に会う事となりました。13位という結果があってこそ、こういう声が掛かるようになったのだと思います。
もしVANSがスポンサーとして付くと、今後アメリカで出たい大会に出場しやすくなる事と、メーカープロモーションの仕事も
増えます。また、高校卒業後のプロ契約ともなればビザの心配も要らなくなります。 アメリカは高校までが義務教育の為、
14歳の子に声を掛けてくるのは異例のようです。

今後の予定

2009.6.15 X-DOME(スケートボードスクール)にてスクール講師をします。

2009.6.27  street calling(※)に出演します。 ※ストリートカルチャーの振興を目的としたイベント

2009.7.24～9.3  Bacon Skateboardのツアーに参加します。場所：オレゴン州ポートランド



Introduction

BACON TOUR 参戦へ。

杉本瑛生の挑戦

今年の4月 に開催されたフェニックス大会では、

見事準決勝進出を果たした杉本瑛生君。アマチュア
トップレベル大会での準決勝進出という結果は非常に素
晴らしく、大会後には様々な企業や雑誌から、用具提供
や取材などの声がかかるようになりました。

その中でも、BACONというスケートボードメーカーから
は ”ツアー”の声がかかりました。ツアーというのは、瑛生
君をBACONが抱えるスケートボードチームの一員として
迎え入れ、一緒にスケートボードのメッカを巡ったり、
BACONのPR活動を（雑誌撮影等）したりするというもの。

ツアーの時期は、瑛生君が本来参加を予定していた、
アメリカで開催されるアマチュア大会と日程が被ってし
まいますが、今回のツアーはまたとないチャンス。そこで、
瑛生君は急遽アマチュア大会への参加を取りやめ、ツ
アーに参加する事を決めました。 BACON

今回のレポートは、14歳の瑛生君が現地で綴ったレポートを、ほぼ原文のままで掲載させていただきます。
※尚、レポート中に出てくるスケートボード部品の名称、スケートボードコースの各名称につきましては、8月報告の最後に
解説図を掲載しておりますので、ご覧ください。



Portland
ポートランド

活動開始

今日は飛行機の出る４時間も前に空港に着いてしまった
。ユナイテッドに乗るのは久しぶり。メンバーは『つーさん
』『はう』『いっちゃん』と自分の４人。

アメリカに到着してからは、THRASHERという雑誌社を
訪問し、色々なスタッフや編集長のJAKEに会った。彼
はとてもパワフルで面白く、すっかり意気投合した。

その後昼食を取り、サンタクルーズという都市へ。まず、
ビルズウィールズという店に行くと、昔つーさんと一緒に
働いていた人がいた。その後、コンカッション副編集長
のジョナサンに会いに行き、色々な話をした。

庭に手作りのちっちゃいコンクリクオーターがあったので、
でかい技をしてみたが、あぶなかった。
けっこうおもしろい。ザロッシュはデッキのプリントしている
みたい。そして昼ごろにザロッシュの手作りパークに向か
った。山道を４０分くらい。なぜか山の上の方が暑い。

パークは半分ぐらいできていた。俺も作りたい。滑ってい
たら目がチカチカして頭が痛くなってきた。多分貧血。高
山病かも?その後少し滑ったが危ないので日陰にいた。

7/24 - 出発 -

7/25 -手作りスケートパーク-

みんな朝４：３０に起きてしまった。６：００から朝飯がはじ
まった。フルーツやシリアル。アメリカ人ってけっこう早起
きだな～。９時頃、ザロッシュの手作りパークを目指して
出発。ザロッシュとは途中で落ち合い、彼の家へ。

アメリカ合衆国

7/26 - プライベートパーク -

８：３０に起床。良く寝れた。今日はジェーソンジェシーに
会いに行き、プライベートパークにつれていって貰った。

結構小さめだが、急でコーピング(飛び出し口のパイプ)が
超でてる。急だから普通に滑るのは難しい。
それにコンクリが固い。２ｍくらいのＲ(曲面)があって３０ｃ
ｍバート(垂直な壁)ぐらい。そこでB/S/、F/Sロックンロー
ルとF/S OLLIEをやった。ディザスター(技)をもっと入れ
込むクセをつけるようにしないと。

練習後はオークランドにいるMAXシャーフに会いに行っ
た。格好よかった。４Ｑのパーカー貰った。嬉しい。

ザロッシュは泊ってもよいよと言ってくれた。やさしい～～
。でも、既にホテルをとってあったので、２時間かけて戻っ
た。着いた時は暗くなっていた。TVでSkateOpenがやっ
ていたので見ると、シャクラーが優勝していた。

活動拠点となるポートランド

コンクリクオーター プリント中のデッキ

その後は、空港からポートランドに。着いたらダニエルとい
うビデオカメラマンが迎えにきてくれた。



パーク巡り

午前中、コリン(BACONツアースタッフ)から電話がかかっ
てきた。コリンはお父さんが病気でＬＡにいたらしい。それ
で空港の近くのパークで待ち合わせをした。

そのパークはBACONのビデオにでていた。オレゴンは超
暑い。この３日間はOver38℃だって。あまりにも暑いので
日陰のバーンサイドというパークに行くことにした。

ついた。超やばい！雰囲気がハンパない。面は結構ラフ
で、スピードをつけるのが難しい。そこでけっこう滑った後、
インドアパークやコリンの家に行き、ホテルに戻った。

7/27 - 待ち合わせ -

7/28 - 上手い人のパーツ -

まずホテルの朝飯を食べた。ワッフルうまい！
昨日行ったバーンサイドに行くとサムが滑っていた。急な
Ｒでハンドプラントとエッグプラントをしていた。俺はF/S 
AIRに挑戦。やっぱり難しい。

一通り練習を終えた後はコリンの家でダニエルをピックし
、リンカーンシティーに向かった。だいたい２時間くらい。

超でかいパークだった。どのＲも急。そこではジョニーとい
うすごい人が滑っていた。こっちのうまい人たちはトラック(
部品の名前)がかちゃかちゃ。サムは固かった。
パークで滑り終えた後、ホテルに戻ったら２２時だった。

バーンサイド・スケートボードパーク

リンカーンシティ・スケートボードパーク

移動中

今日はまず滝を見に行った。全米で２番目に高いって。
周りもとてもきれいだった。その後はダウンタウンに寄って
からホテルに戻った。ホテルの隣に中古屋があったので
行ってみたが、あまりよくなかった。

休憩の後、81stのスケートパークでコリンと待ち合わせ。
まだ暑い。パークでは、コリンとダニエル、メイソンっていう
凄いスケーターも一緒で、ティム（セールズマネージャー
）ときていた。メイソンは常に技、技、技で繋げていく。

パークの後は、一緒に日系人のマイクの家のうらにあるボ
ウルへ行った。少し急でプール(底の丸くなったプール)み
たい。コーピングコンクリだけどツルツル。スピードは早い
方がよい。ティムはやっぱりうまい！

今日からダニエルの家にとまる。つーさん達は明日帰る
ので、明日からは俺一人。

7/29 - 明日から一人-



プロスケーターとの生活

今日から俺一人。午前中と昼の暑い時はずっと家にいた
。ダニエルは仕事でいない。

途中、いろんな人がきた。バイクでメガネのショーン。ジ
ェーンとアリーシャ。その後、ジョージっていうダニエルの
友達がきて、パークにぼくたちを連れていってくれた。ダ
ニエルは免許がないのかな？？

連れていってもらったパークは、ストリート系で子供たちが
いっぱいいた。昨日、ウィールを５６ｍｍに大きくしたから
重い。コンクリははじくのでフリップ系がやりやすい。でも、
こけると痛い。まだスピード遅いので、びびらないでもっと
出すようにしよう。

7/30 - ウィールの交換 -

今日も昼過ぎから動いた。昼間は作文(学校の宿題)をや
ってた。文章を作るのは難しいね。

その後メイソンが来てTigardという３０分くらいの恐竜がい
るパークへ。やっぱりでかい！ビデオとかで見ていると「い
けるっ！」とか思うけど実際に行くと超デカイ！こういうデ
カイ所に慣れて、なんでもできるようになりたい。

トリックはフェイキー系＆足抜き系ができる、とうまくみえる
。最後の方には失敗してしまったけど。まー仕方がないね
。

夜家に帰って、少ししたら同居人のバンカーが「アドベン
チャーに行こう！！」と言い、でかけることに。ダウンタウ
ンをぬけて坂を上り、PATRICK NATIONの看板の所に
車をとめて、歩きで１０分ぐらい上っていった。
着いたのはマンションの豪邸(今は博物館だって)。一番
上は広場みたいでポートランドを一望できる。すごいきれ
いだったけど、カメラ忘れた。

7/31 - 恐竜のいるパーク -

ティガード・スケートボードパーク



スケートボードキャンプ

目の当たりにしたプロの実力。

杉本瑛生の挑
戦

１０時頃ティムが迎えにきてくれて、マイク、ブライアンと
一緒にシアトル方面のベイブリッジへキャンプに行った。

途中、ローリングフリーダムパークで一時間程滑ったが、
すごく暑かった。その後、再びベイジブリッジへ。2.5時間く
らいの道中、景色は全然かわらない。

ベイブリッジに到着。ビーチ沿いのキャンプ場に行って場
所をとり、目的のパークで６：００頃から滑り始めた。そこは
１００％プールコーピングでとても気持ちがいい。ポートラ
ンドより涼しくて滑りやすくて、色々なことができた。

帰りはスーパーによってソーセージとパン、薪を買った。
日本より乾燥しているせいか火がつくのは早い。ホットドッ
クうまい。食べたあとはピーチを散歩した。星がいっぱい
で、北斗七星も見えた。多分そう。夜はテントと寝袋。

昨日の夜は寒くてパーカーを着たのに、朝は暑くて起き
てしまった。朝食の後、昨日のパークに行ってみた。
パークではFREE BBQとSKATE JAMが開催されていて
、ずっといいにおいがしていた。肉はうまかった。

人もいっぱい来ていて、うまい人もいっぱいいた。最初は
調子がよくなかったが、段々あがってきたので、色々な技
に挑戦。人が多く、なかなか滑るのが大変だった。
パークから帰る途中、また別のパークに寄った。本当にい
いパークがいっぱいあるね。その後は、また２時間くらいか
けてポートランドに戻った。

8/1 - キャンプ１日目 - 8/2 - キャンプ２日目 -



トラフェクタ大会予選

今日はトラフェクタの予選ということで、まだいったことの
ないパークへ向かった。ここも３０分かからずに着いた。
ここはデッカイボウルが１つとストリートって感じ。ボウルは
プールコーピングで調子も良く、滑っていて楽しい。

ちなみに、この大会は誰でも無料ででれる。こういうのが
増えていくとスケートが盛んになるんだと思った。大会は４
ヒートにわかれ、１本の時間無制限のルーティンからJAM
。このルール超いい！と思う。

予選には、僕とコーディーとグーンがでた。コーディーは
最初弱気だったのに全然うまく結果は１位。２位はブライ
アンで３位がチロコ１号。僕は４位だった。でもTOP１０まで
入っていればトラフェクタにでれるって。ヤッホー。

8/5 - スケートの活性化 -

今日はトラフェクタ大会の日で、昼頃パークに行った。
エントリー費は＄２０。ガールズの次がマスターでそのあと
はプロの練習も。

人が多くて絶対に３，４人で滑っている。やりたいことがな
かなかできない。大会は５人１組のヒートで９ヒートもあった
。ケンビはやっぱり足抜き系。ベンジーは迫力ある滑りだ
った。メイソンがやばかった。バートでノーズブラントやっ
たりバンクでノーズブラントリバートとか。

僕は決勝までいけなかった。JAMだとやりたいことができ
ない。もっとがんばろう。ケビン１位、メイソン２位。ベーコ
ンチームは１２人の決勝のうち４人もいた。すげー。

8/8 - 大会１日目 - 8/9 - 大会2日目 -

大会二日目。今日はピアパークって所で大会だった。１２
Ｆのバーチの超長いボールで、全てプールコーピング。
フルパイプもあった。

大会ではスクリーチという選手が、折れてノーズのなくな
った板で普通にスケートしていた。テールをノーズにして
、前後逆で使用。やばい！

トラフェクタ大会本戦

他にもボールがあってそこで滑っていたが、１７０の１８０Ｒ
ぐらいの少し急で楽しい。感覚でやった。普通の技はミス
しないように。普通のやつ＋アルファで。

大会はベンジーが優勝。



FUEL TV

今日のTigardは、凄くすいてた。ハビタットのチームがき
ていたけど、ベーコンチームのほうが上手い。

フランクはスムーズでフェーキー系とショービットがうまい
。ダニエルはマニュアル系がすごい。高校の時、フラット
ばかりやってたんだって。ビッグバンクでフリップをやろう
としたができなかった。大会の時はノリゴケしたけど、テン
ションをあげていけばできる！

家に帰ったらダニエルがFUEL TVの取材が入ったと言
っていた。ジョニーとスティーブのやつだ。すごい！

8/10 - 取材決定 -

はやる気が無かったのに、技を全然はずさない。最初は
プールにいたがみんな見ていた。すげーーーな。

その後、スティーブンの友達とストリートへ。ダウンヒルに
急なバンクがある所。少し滑っていたら家の人がでてき
て「ゴミを散らかさないなら滑ってもいい」といってくれた。
いい人だ。少ししたら雨が降ってきたので移動した。

次は学校の階段。ステアの上にベンチがある感じ。ギャ
ップTOステアみたい。レールもいい感じだった。だが、雨
が強まってきたのであきらめた。

8/11 - テレビ撮影 -

今日はまた違うFUEL TVの撮影でDEW TOURの前のポ
ートランドの紹介みたいなの。たくさんのパークにいった。
まずはバーンサイド。そしたらスクリーチ達がいたので、一
緒にまわることに。そして、次のパークへ。

そこは、全体的にスネークな感じで楽しいパークだった。
コーピングがコンクリートで変な感じ。ここのパークでスク
リーチと仲良くなった、やった。
次はTigardに行った。僕がF/S540をやっていたらスティ
ーブンが気に入って全てのパークでF/S540をやれって
言われた。今２箇所でやった。
次はウエストリンってところに行き、ここでもF/S540やった
。後２ついく予定だったけど、ここで雨が降ってきてしまっ
たので、家に帰った。残念。

8/13 - 撮影でパーク巡り -

FUEL TVとは？
スケートボード、サーフィン、BMXなど、一歩間違えれば大怪
我はまぬがれない、そんな”アクション・スポーツ”を24時間流
し続け絶大な人気を誇るアクション・スポーツ専門チャンネル

グランドへーベン

今日は昼頃にグラントヘ
ーベンへ。プールではだ
いぶ滑れるようになった。

そして気が付くと、いつの
間にかFUEL TVがきて
撮影をしていた。ジョニー
達が本気になったらやば
い。撮影が始まる前は

8/16 - VANSのイベント -

今日はみんなで４５分ぐらいかけてVANS WARPED 
TOURっていう、何千人単位のイベントに出かけた。

会場に入ると、中もすごい人で奥のほうにランプがあった
。鉄のランプでスライド系は滑るけど、グラインド系は滑ら
ない変なランプ。でもいいランプだった。

スケーターもいっぱいいて、１つのランプに２５人くらい。
２ヒートにわかれていたらスネーク合戦で１人で滑れる時
がないくらい。時間とか決められてなくてMCの気分みた
い。決勝は超長くて、優勝はスティーブン２位がダニー。ウェストリン



スケートボード トリップ

今日は7:30ごろ、ミュージックビデオの撮影があると言わ
れて起こされた。車で１５分くらいのところで、撮影は住宅
地の一部を封鎖して行われた。

フラットでスケートしているだけだったけど、何回も撮った
り場所を変えたり。思ったより時間がかかり大変だった。

撮影も終わり家でゆっくりしていると、スティーブンが「スケ
ートトリップに行く？」と言ったので行くことにした。
約５時間かかって、目的地についた時は真っ暗だった。

8/21 - PV撮影 -

今日は近くのパークでジャックスボードハウス主催の大会
がある。車で１０分くらいの所にあるホワイトシティという町
。小さいのでクワイトシティーを呼ばれているらしい。

俺もださせてもらった。Ｍ
Ｃはスティーブン。小さい
大会で、13歳～15歳の部
の出場者は７人。２ヒート
にわかれていて２回のJA
M。パークも少しちっちゃく
てクセがある。

ここのクォータでやるバッ
クサイドテールは超気持ち
いい。スリッピーだからグリ
ップしているのに長く滑る。
結果は優勝。やっぱりアメ
リカではすごい技で上がる。

大会の後はショップに行き、パーツや帽子を見た。

8/22 - 小さな大会 -

8/23 - パーク巡りの始まり -

ジャックスボードハウスへ行くと、ティムがVOXの新作の
営業をしていたので、昨日優勝してもらったデッキとロー
カードのビーニーとトレードしてもらった。やったー。

今日ポートランドに帰る予定だったけど、ティムは途中色
々な所によっていくってことで、一緒に行くことにした。
まず、約２時間くらいのMyrtleCreekという所へ。そこには
新しいスケートショップがあるらしい。

小さい町なのに、ショップがなかなか見つからなくて３周く
らいした。本当に新しくてデッキとトラックウィール、ベアリ
ングくらいしかない。一通り見た後は、５分くらいのところに
あるパークへ。そこは深くて広いボウルがある。ドームくら
い広く、滑っていて怖い感じ。こけたら気を失いそうな気
分になる。フル
パイプが３つあって１
時間くらい滑ったけど
、ここで技とかやるの
は大変。でもはじっこ
にクオーターがあっ
て、それは何でもで
きそうなＲで楽しい。

次に２０分くらいのウィンストンというパークへ。そこは広い
けど一つ一つがちっちゃい。Tigardのバンクのちっちゃい
やつもあって、凄くおもしろい。パークにいたスケーターが
スケートゲームをしかけてきたけど、まー勝った。

次に１時間くらいのMyrtlePointっていうパークに行った。
そこは路面もラフでボコボコだしセクションもあまりないけ
ど一番楽しかった。バートＲでテールブロックやった。来た
時は寒くて震えていたが帰りは汗をかいていた。

最後に１時間くらいのクースベイという町へ。そこにもパー
クがあるけどもう夜だから明日にすることにした。

ミュージックビデオ撮影の様子

競技中の瑛生君

マートル クリークのパーク ウィンストンのパーク マートル ポイントのパーク



ツアー終了

今日の朝は犬におこされ、ニューポートのパークへ。ここ
も古くてぼこぼこで、少し水たまりがあった。ラインがいっ
ぱいあって楽しい。その後はリンカーンシティーへ。やっ
ぱりでかい。新しいラインをみつけて色々なヒップで飛べ
るようになった。
次は、前にきただけで滑っていないニューバークっていう
所に行った。ここはドリームランドの最初のパークなんだっ
て。超広くてちっちゃいのから大きいのまで色々ある。前
は誰もいなかったのに今日は１０人くらいいた。ここもノンス
トップで滑れて楽しい。滑り終えた後は、久しぶりの帰宅。
とても楽しいトリップだった。

8/24 - FUEL TV出演! -

今日はまずサンセットスポルトというショップに行くと、ティ
ムがサンプルシューズを３０足くらい並べて営業していた。
その後は、近くのパークへ。深めのボウルと急なボウルが
あり、急なほうはおもしろかった。またはじっこにちっちゃい
Ｒがあってf/sテール逆リバートをやった。変な感じ。

次はリーズポートという所。古いパークで、でっかいフルパ
イプがあって、滑るのが難しい。ヒップでの写真を撮って
もらった。ここのパークも怖い感じだけど、楽しい。
次にフローレンス。まずティムの知りあいのショップに行き、
挨拶をしてからパークへ。ここはスピードをつけるのが難
しい。急なＲバンクみたいなのが楽しかった。ここもフル
パイプがあった。あと、なぜか砂が多かった。
次はウォルドポート。
ここのクレイドルは
２色で目の錯覚が
おきる。滑り終えた
後は、ケビン家に
泊まることに。夜テ
レビを見ていると、
FUEL TVに俺が
でた。やっほー。

8/25 - 帰宅 -

昼頃ウエストランドに行く
と、丁度同じタイミングでブライス達がきた。ブライスは有
名な写真家で元プロ。ここはプールコーピングがラフで難
しい。最初はフォーレスやブライスが撮影していて、

8/27 - 写真 -

今日はTigardに行った。パークで滑っていたのはグラベ
ト、パータネンなどやばいメンツで、びっくりした。

その後に少し撮影をした。楽しいな。おれはF/Sの連続を
やった。撮影後は、近くのDIYのスポットへ。カーブが２つ
とＲがありポールジャムもあった。路面もよくて楽しいスポ
ットだったけど、ポールは少し長くてこわかった。久しぶりに
本当のストリートをやった感じ。けっこう楽しい。

夜はBACONのボードデザインをやっているジェーソンが
誕生日だから家に行った。１４個のウィールがついている
デッキで360FLIPとインワードヒールができた。面白い。

8/31 - 誕生日 - 9/1 - ツアー終了-

今日もパークへ滑りに行った。パークではブライアンが
キッズのスケートキャンプみたいなことをやっていたので、
みんなでスケートゲームをしたりした。
スティーブンは俺がノーズグラインドできるのを知って「同
時にやればシンクロしておもしろい」って言った。一発で
成功したのに、ダニエルがカメラを失敗。その後、３回ぐら
いでできた。その後に大きいＲでB/SAIRをやったけど、
スクープするのが難しい。この技はおもしろい。

夕方にコリンの家でディナーを終え、その後はBACONA
のSTUFFを選んだ。デッキ５枚とＴシャツいっぱい。ハー
ドウェアもいっぱいくれた。

終わったな～と思っていたら、ブライスが「おまえは何を
やるの？」といわれ、何も考えていなかったので焦った。
ハングオーバーしているRでF/Sボンレスをやった。撮影
した写真を見ると、思ってたよりもよかった。かなりいい。

クーズベイのパーク

ウォルドポートニューポート

リーズポート

フローランス

ニューバーグ



杉本瑛生の挑戦

アマチュアトップレベル

Damn Amへの出場。

Introduction

杉本瑛生の挑戦

2009年10月 瑛生君が参加したのはDamnAmという大会。DamnAmは、今年4月に参加したPhoenixAmよりも更に

レベルが高く、瑛生君にとっても腕の見せ所となる大会となりました。大会中は、フェニックス大会の時もお世話になった、

ラリーさん宅(ロサンゼルス)にホームステイをし、拠点として動きました。

今回のレポートは前回同様、14歳の瑛生君が現地で綴ったレポートを、ほぼ原文のままで掲載させていただきます。

Costa Mesa
コスタ メサ

アメリカ合衆国

戦いの舞台となる、
カルフォルニア州のコスタ メサ。

出発前の瑛生。
気合は十分！

出迎えてくれたラリーさん。
約七カ月ぶりの再会です。

アマチュアトップレベル

Damn Amへの出場。



パーク巡り

１０月１９日
今日はLong Beachのスケートパークへ。パークに着くと、

２番目に深いところに水がたまっていた。スケボーを落と

したらやだな～と思っていたら本当に落としてしまった。

でも、みんなが助けてくれた。やさしい。乾燥しているか

らか１０分ほどでスケボーがかわいた。よかったーーーと

思ってたら今度はダニエルも落としてしまった。水はこわ

い。その後、Costa MesaのVolcomスケートパークに行き、

僕はボウルでラインをとった。ここのボウルは楽しい。スト

リートの下りカーブでFlip in K 新技ができた。やった！

そして、トラックを少し硬くした。スピードをだしてFlip系の

スタンスにする場合、柔らかいとぶれるので、硬くして

Flip系がよくなったと思う。次はSan Pedoroへ。僕はス

ピードが上がったと思う。壁でF/Sディダスターができるよ

うになったけど、後ろ足が外れそうだった。難しい技をし

た後は達成感が気持ちよい。色々な所を周りながら技を

やってみた。

１０月１８日
今日はSan Pedoroのスケートパークへ。ここはやっぱり難

しく、スピードをつけて入るのが難しい。何もない所ではス

ピードがあるが、技をやりたい所ではスピードが落ちてしま

う。２時間ほど滑って、Venice Beachの新しいスケート

パークに移動。ものすごく混んでいて、滑るのが大変だ！

でも、とても広くて滑るところが沢山あるのでものすごく楽

しい！コンクリートがとてもスムーズだ。３０分ほどしたら友

達でプロスケーターのベネット原田が来た。ベネットはうま

い。スピードがあるし迫力がある。僕は体が硬くなったから

か、タックニーがへたくそになった。ストレッチをもっとしよ

う。１８時、日暮れとともに帰った。ここはまた来たい。

１０月１７日
今日はCulver Cityのスケートパークへ。ここは黒人が多

い。ジュリアンと友達になって、ビデオを撮ってもらった。

みんな優しいし、面白い。その後はCosta Mesaにある

Volcomのスケートパークへ。色々な友達と話をしたが、

英語がもっと喋れるようになりたいと思った。あと、スケート

のクオリティーを上げることが大事だと思った。その後、ス

ケートパークで友達になった子がHurleyのスケートパー

クで大会があると教えてくれたので、試しに行ってみた。

地元の大会だったけど、みんなとても親切にしてくれて、

僕もエントリーすることができた。大会の運営をしていた

ディエゴは、特に親切にしてくれた。結果僕は優勝できた。



１０月２１日
今日は家から１時間ほどのSanta Claritaのパークへ行っ

た。半年前にオープンしたパークだ。前回はオープニン

グの時にきたので人がたくさんいてあまり滑れなかった。

思っていたよりすごいパークではなかったけど、とても広

い。面がスムーズでスピードがでた。

その後17:00からはVenice Beachのパークにいった。前よ

りは空いていたが、それでもやはり混んでいた。今日はカ

メラマンが沢山いて、ブラジルからきたファビオというカ

メラメンが写真をとってくれた。軽く滑るつもりだったが、

18:30まで本気で滑ってしまった。夕方は夕日がまぶしい。

その後、一度家に帰ってからVansParkに行った。

Santa Claritaのパークで滑る瑛生

１０月２０日
今日は朝の７時に家をでてサンディエゴに向かった。

高速道路を降りてパークを探すと、行き止まりになる所に

パークはあった。９：３０に到着。パークには４～５人いて、

住んでいる人もいるようだ。ものすごく大きなパーク。本当

に手作りなの？というくらい大きい。ここはスケーターが自

ら作ったというパークで、アメリカ国内でもとても有名なス

ケートパークだ。全米にはこのような手作りのパークが４か

所ある。僕がいつも行っているSan Pedoroも夏に行った

ポートランドのバーンサイドも手作りパークだ。これで４か

所のうち３か所で滑ることができた。

とりあえずここを滑ってみた。路面はうねったりしていたが

スムーズな部分もありよかった。バーンサイドよりキレイで

フェンスもあり、そこにはワイヤーで絵がかいてあって面

パーク巡り②

深い所でB/SSmithができた。前足をのばす。もっとス

ピードがほしい。２２：００まで滑った。またヘトヘトになった。

白かった。とりあえず慣れることにした。ペアシート越え

の５－０ができた。このパークは楽しい。１１：３０頃になっ

て、一度車で近くを動いてみると、Rote44というSkate 

Shopがあった。見ているだけでも楽しい。その後パーク

に戻ってみると、さっきの人とは別のスケーターが４～５

人滑っていた。その中にはとてもうまくて、どこかで見た

ことのあるスケーターがいたので声をかけてみた。そし

たら先日いったVenice Beachで滑っていたスケーター

だった。ブランドン。ここの近くに住んでいるようだ。その

後も滑っていたら午前中にできたペアシートのところで

今度はB/S Smithができた。もっと前足をのばしたい。あ

と低いところだったがキャニオンを飛んだ。やっぱり楽し

い。17:30まで滑った。最後のほうはヘトヘトだった。

スケートショップをチェック ブランドンと一緒にサンディエゴの手作りパーク 初めてのパークを楽しむ瑛生



Damn Am出場へ

１０月２２日
今日は９時からHurleyのスケートパークで撮影があり、ま

ずポートレートの写真をとった。僕はモデルではないのに

なんか変な感じだ。そのあとパークでB/S Smithを６回く

らいやらされた。でも、フラッシュや専用の機材をたくさん

使って撮ったのでちゃんとした写真がとれた。撮影終了

後、今回の大会会場のDamn Amの会場に行ってみると、

人が沢山いた。周りをみてみたら日本人の山城正隆君

もいて、びっくりした。パークは人が多くて練習するのが

難しかった。でもルーティーンが決まってまぁまぁいい感

じに仕上がった。目指せ、ノーミス。でもみんなうまいな。

もっとがんばろう。１６時すぎに練習を終わりにした。予選

は多分通ると思う。僕は予選２日目の土曜日グループ。

１０月２３日
予選１日目。正隆君は出るが僕はでない。今日はちょこっ

と滑ってみたり見学したりして、３ヒートまで見てVolcom

Parkに行った。凄く空いていた。サンタクルーズのネット

がいた。オレゴンで会っていてその前にも会っている。会

場に戻ったらもう予選は終わっていた。もっと練習したい。

１０月２４日
今日は大会の日。結果はダメ、６９位。乗りゴケが多かっ

た。もっと落ち着かないと。常に最高なことをしないと。

大会の後、先日のHurleyの大会で友達になったディエ

ゴ達とハングアウトした。ルーカのアンソニーカネイツとも

会った。おじさん達がものすごくうまい。ルーカのランプで

滑った。その後Damn Am主催のパーティーに行った。

レッドブルのバスが貸し切りで、２階建てになっていて皆

大騒ぎ。大会では戦った相手だがパーティーでは皆友

達。とても楽しかった。

１０月２５日
今日は決勝の日。僕は予選を通ることができなかったの

で出場できない。違うスケートパークにいった。暑くてあ

まり調子がよくなかった。でも少しづつ調子がよくなってき

た。その後、大会会場にいってみた。

昨日知り合ったトニー、マイキー、イーザン、ポール、ア

ンソニーに会った。フェイスブックで探してみる。決勝は

みんなすごい。もっとがんばろう。

次は絶対決勝まで。やればできる。



最終日

１０月２６日
今回の最終日。最後、Vinice Beachでベネットと滑った。楽しいパークだったな。

また写真をたくさんとられた。フラッシュがまぶしくて滑っててちょっと怖かった。

でもできなかったことができたのでうれしかった。

今回の大会は残念な結果になったが、でもアメリカで通用することがわかった。

このような大きな大会にこれからも出場していくことが重要だと思った。

今回とても良い経験ができた。今回の経験を生かしてこれからもスケボーの練習をしていこうと思う。

春、夏、秋とサポートをしていただいた星野監督はじめＨＤＰの関係者の皆さま、

そして応援していただいたスポンサーの皆さま、ありがとうございました。

僕はこれからも世界一を目指してがんばっていきます。

英語がとても重要だといつも思っているので高校はカナダの高校に行きます。

また色々なことを学ぶことができて僕は幸せだと思います。皆さんに感謝します。ありがとうございました。
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