
全日本モトクロス選手権 第5戦 東北大会 開催おめでとうございます。

　ホンダのホームでチームメイト同士が
激しい火花を散らした開幕戦九州大
会。結果はタイトル奪還をめざす山本 
鯨（#400）がスタートから1 度もトップを
譲らぬ走りで両ヒートに圧勝。しかし第
２戦関東大会では、ディフェンディング
チャンピオン成田 亮（#114）が山本と
の激闘を制して今季初勝利をマーク。
ランキングトップの座を山本から奪い
取った。39 歳の大ベテラン成田の勢
いは衰えを知らない。第3戦中国大会、
第 4 戦 SUGO と勝ち星を重ねた成
田は、通算優勝回数を159 へと伸ば
し地元に帰ってきた。
　もちろんこの牙城を崩そうとするライ
バルたちも黙ってはいない。現在ラン
キング 2 位の山本、カワサキワークス
の小方 誠（#4 ／カワサキ）、中国大
会で逆転勝利を飾った深谷広一

（#51 ／スズキ）、星野優位（#166 ／
ヤマハ）、またヤマハのエースとして
IA1クラス2 年目のシーズンに臨む岡
野 聖（#8）、大塚豪太（#155 ／ホン
ダ）、らが懸命に成田を追いかける。

　シーズンオフの怪我で前半戦を欠
場した新井宏彰（#３３１／カワサキ）
や小島庸平（#44 ／ホンダ）、大塚豪
太（#155 ／ホンダ）、星野 裕（#6 ／
ホンダ）も優勝争いに加わりたいところ。
国内最高峰のハイレベルなバトルを先
ずは堪能して欲しい。

　

　昨年タイトルを争った古賀太基
（#922 ／ホンダ）と能塚智寛（#33 ／
ホンダ）が共に海外に活動拠点を移
動したため、今年も王者不在となった
IA2 クラスは、優勝候補の筆頭小川
孝平（#912 ／カワサキ）までが開幕
直前の怪我で長期欠場を強いられ
混迷が深まった。そんな中で、一躍存
在をアピールしたのが横山遥希

（#386 ／カワサキ）だ。アメリカ仕込み
のライディングでアグレッシブな戦いを
見せる横山は、開幕戦でパーフェクト
Vを達成すると、第２戦でも総合優勝
を飾り一気にタイトル争いの主役へと
躍り出た。
　しかし第 3 戦中国大会では大城
魁之輔（#40 ／ホンダ）と大倉由揮

（#36 ／ヤマハ）が、
第 4 戦 SUGO で
は鳥谷部晃太（#37 ／ヤマハ）がA
級初優勝を飾り、1 年間のブランクを
経て復帰してきた平田 優（#81 ／ヤ
マハ）と共に横山を追撃する。この流
れに続きたい内田篤基（#38 ／スズ
キ）や道脇右京（#43 ／ホンダ）ら新
世代ライダーたちにも注目したい。

　念願の初タイトルを手に畑尾樹璃
（#1 ／ホンダ）が世界選手権挑戦を
開始したことで、こちらもチャンピオン不
在となったレディースクラス。そんな中、
圧倒的な速さで開幕戦を制したのが

本田七海（#6 ／ヤマハ）だ。2 年連
続開幕戦優勝を決めた本田に対し、
第 2 戦関東大会ではマシンをスズキ
からハスクバーナにスイッチした久保ま
な（#5）、第 3 戦中国大会では3 度目
の王座返り咲きを狙う竹内優菜（#4
／ホンダ）が勝利。しかし本田は前回
SUGO で今季 2 勝目を手にし、この
混戦をリード。ランク 3 位に浮上してき
た川井麻央（#2 ／ホンダ）を含めこの
4 人は依然大接戦。彼女たちの熱い
レースもぜひ間近に感じて欲しい。
　国際 B 級やジュニア、チャイルドク
ラスも要注目。コースサイドの声援が
レースを盛り上げる。大きな声とアク
ションで応援しながら、トップライダーた
ちの全力バトルを堪能して欲しい。
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全日本モトクロス選手権シリーズ第5戦東北大会は7月20～21日
に岩手県一関市藤沢町の藤沢スポーツランドで開催される。全8
戦の短期決戦となったシーズンはここから早くも後半戦へ。目下、
IA1クラスは最多勝、最多タイトル共に前人未踏の記録を更新し
続ける成田 亮が、IA2は初タイトルへと突き進む横山遥希がポイ
ント争いをリード。しかし戦いはこれからだ。大混戦のIB Open、
レディースクラス共に本当の戦いがここから始まる。

　久しく太陽を見ていないので、例え
酷暑になっても夏到来の強い日差し
を期待したいところですが、予報では
曇りか雨。そんな「藤沢スポーツランド」
は、全日本開催の度に搬入、整地さ
れるサンドが特徴のコースです。砂
浜を走ることをイメージすれ
ば想像できますよね。
前に進むのが
とにかく
大

変。
そこ
を 数
十馬力
のマシン
が掘り返 すの
ですから路 面はどんど
ん荒れて変 化します。見た目
は同じでもライダーにとっては毎回違う
コースに挑むようなもの。ある意味オフ
ロードの醍醐味と言っていいでしょう。
アクセル全開の加速とスピードをどう維
持するか。ライダーたちのテクニックに
まずは注目してください。
　全日本会場の中で抜群のロケー
ションを誇るのもこのコースの大きな特
徴。IA 第 1 ヒート開始前にはスタンド
前のお立ち台で選手紹介が行われる
ので、出陣するライダーたちに声援を
送ってから、好みの観戦ポイントに移
動するのもアリです。
　一カ所に陣取って全体が見たいな
らスタンド席か、ビッグテーブルジャンプ
正面の土手が、コースサイドでライダー
に声援を送るならスタンドから左手の
林の向こうがオススメです。

　次にライダー識別の基本、ゼッケン
の色について。これはクラスごとに
違っていて、今年からIA1 が白地に
黒文字に変更となりました。逆に黒字
に白がIA2、青地に白がIB、IA１と
同じ白地に黒で車体の小さなマシン
が LMX、以下ジュニアクラスは赤地

に白、チャイルドクラスは白
地に赤文字となって
ます。マシンのカラー
は基本ホンダが赤、
ヤマハは青、スズ
キが黄色、カワ
サ キ が 緑。
KTM がオ
レンジでハ
スクバー
ナが白。
そんな

中、IA1 の成
田選手と IA2 の横

山選手が使用する赤地の
ゼッケンは、レッドプレートと言って

ポイントランキングトップの証です。
　実況放送がよく聞こえないという方、
予選、決勝を通じ、スマートフォンで

「CHECKLAP」というサイトに接続す
れば全体の順位やタイムをリアルタイ
ムで見ることができます。
　ここまで読んで ???? となってしまっ
た方、入場の際にもらった公式プログ
ラムをもう一度見直してみてください。
コース上を走るライダーのゼッケンとマ
シンの色、プログラムのエントリーリストを
見比べると、徐々にどれが誰だか分か
るようになってくるハズ。外見でライ
ダーの区別ができるようになると、凸凹
県出身の ×× 選手は△色のマシン
でゼッケンは□色の○番…と逆引きも
できて、予選、決勝レースが何倍も楽し
くなります。

　土曜日は各クラスの練習走行、予

選、IB Open 決勝。日曜日は練習走
行、決勝とレースは朝から夕方まで
延 と々続きます。練習走行のタイムや
予選の走りを見て、決勝で誰が上位
に来るか予想するのも楽しいですが、
ず～～っとレースを見続けていたらさ
すがに疲れます。
　もちろんお昼休みもあるんですが、イ
ベントブースやパドック巡りをぜひ楽し
んでください。走行前のライダーとトイレ
でばっかりとか、走り終えたライダーを
パドックに訪ねてポスターにサインをもら
うとか、レース以外にも楽しみはいっぱ
いあります。
　また、各メーカー、チーム毎にトップラ
イダーのサイン会やプレゼントが貰える
じゃんけん大会など様々なイベントや
展示を用意してくれています。
　ヘルメットやタイヤメーカーのサービ
スブースもお見逃しなく。カタログはもち
ろんポスターなどを配布していることも
少なくないし、特性のノベルティグッズ
が貰えちゃったりもします。スタッフさん
に性能や価格などを問い合わせるの
もあり。忙しい時間でなければ必ず対
応してもらえます。ちなみにメーカー毎
に配布している応援用の旗は、持ち
帰って 2 枚重ねて縫い合わせると、
かわいい巾着袋が作れると近頃評判
です。
　バイク好き、メカ好きな方は、各ワー
クスチームにスタンバイするファクトリー
マシンにも注目。いずれも先行開発車
両で、全日本でしか見ることができな
いスペシャルマシンの数々です。テント
に2 台のマシンが置いてあったら、じっ
くりと見比べてください。ブリヂストンと
ダンロップ、ショーワとKYB、タイヤとサ
スペンションの違いはすぐにわかるは
ず。それ以外にも微妙にマシンの仕様
が違っていたりするハズです。ワークス
チームは、将来的な開発テストとライ
ダーの好みに合わせた作り込みを同
時進行させながら、マシンの性能を高
めています。その違いに気づけたら、あ
なたのメカセンスはプロのエンジニア
並みです。
　ライダーのコスチュームにも注目。派
手なデザインばかりに目が行ってしま
いますが、転倒などアクシデントが多い
競技なので、安全への配慮も怠りま
せん。「アレ、何だろう?」と思ったら思
い切ってライダーやスタッフさんに質問
しちゃいましょう。みんな気さくに答えて
くれるハズ。もし「それはちょっと答えら
れません。」と言われたら、それこそ大
きな秘密が隠されているに違いありま

せん。
　走り終わった後の洗車から次の
レースへの準備、片付けまで、メカニッ
クさんの仕事ぶりも、あまりの手際よさ
に見ていて感心しちゃうと思います。
そんな全日本ならではのマニアックな
楽しみ方もぜひ満喫してください。
　

　全日本モトクロスの画像やインサイド
レポートをリアルタイムで手元の携帯に
お届けしている速報メー
ルサービス「HYPER 
MXING 」ですが、今年
もやってます。料金は基
本タダ（笑）。現地情報からレース後の
裏話まで、モトクロス好きの期待を裏
切らないサービスをご提供中です。

編集後記
　久しぶりに太陽が顔を見せてくれ
たのも束の間。締め切りのデスクの
向こうは今日も曇り空です。ニュース
では台風の接近が伝えられていて、
今週末の天気が気になります。基本
雨でも雪でも開催されるモトクロスで
すが、レースの開催委と運営には文
字通り裏方さんの大変なご苦労があ
ります。全国から集まって来るライ
ダーたちのためにピカピカに整備され
たコース。観戦エリアやコースサイド
の草刈りだって大変です。
　ちなみにここ藤沢スポーツランドは、
一関市と町が保有する全国でも希な
公営のコースですが、実際の管理
は地元の有志が汗を流して準備して
くれています。
　みなさんモトクロスと言うこのス
ポーツが大好きで、大半がボランティ
ア同然で協力してくれています。懸
命に走るライダーもそうですが、モト
クロスを盛り上げるために尽力してく
れている、裏方さんたちにもぜひ声
援を送ってください。
　全日本モトクロス選手権は、この
大会が終わると約 2ヶ月という長い
インターバルに入ります。シリーズ戦
が再会されるのは 9 月の奈良。その
後 10 月にシーズン 2 度目の九州大
会があって、最終戦はここからすぐ
のスポーツランドSUGOで行われま
す。今回頑張ったライダーたちの中で、
シリーズタイトルという栄冠を手にす
るのは誰か、ぜひその感動の瞬間
を見届けに来てください !!
MXING & MC Square 木田 淑

モトクロスはライダーと
お客さんが主役です !

パドック巡りも観戦の
大きな楽しみの一つです。

今すぐ知りたい。MX の
表も裏もレポートします。

第1戦 九州大会   4月 13～14日 熊本県／HSR九州
第2戦 関東大会   5月 11～12日 埼玉県／オフロードヴィレッジ
第3戦 中国大会   6月 1～2日 広島県／グリーンパーク弘楽園
第4戦 SUGO大会   7月 6～7日 宮城県／スポーツランドSUGO
第5戦 東北大会   7月 20～21日 岩手県／藤沢スポーツランド
第6戦 近畿大会   9月 14～15日 奈良県／名阪スポーツランド
第7戦 九州大会   10月 12～13日 熊本県／HSR九州
第8戦 MFJ GP 10月 26～27日 宮城県／スポーツランドSUGO

2019 全日本モトクロス選手権シリーズ スケジュール

絶好調の大ベテラン成田
ライバルの追撃は果たして!?

横山を筆頭に次々と
勝者が入れ替わる IA2!

本田が再び単独トップ
混戦必至のLMXクラス
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携帯、スマホでこのQRコードにアクセスすると、今大会のタイムスケジュール、予選結果（決勝スターティンググリッド）、リアルタイムリザルト（決勝結果）の他、メーカー、チームの
公式レポートやライダーのFacebookやTwitterなど、全日本モトクロス選手権シリーズに関する様々な情報にアクセスできるようになります。ぜひブックマークしてご活用ください。
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