
全日本モトクロス選手権 第3戦 SUGO大会 開催おめでとうございます。
福島出身国際A級　藤本正勝がやってま～す!!

バス釣り&ワカサギ釣り

スモールマウスの聖地 スモールマウスバスは
10月いっぱい。11月からは
ワカサギ釣りのシーズンが
スタートします。
最新情報はコチラで!!

ご予約・お問い合わせ　Tel.０８０－３０９７－５５７５
ワカサギドーム・屋形 利用料金　大人 3000円　子供 2000円

　約 1ヶ月前にここ SUGO で行わ
れた開幕戦。誰もが待ちわびたレース
で圧倒的な強さを見せつけたのが
ディフェンディングチャンピオン山本 鯨
（#400 ／ホンダ）だ。その山本をマー
クして 2 位のポジションを分け合った
のが IA1 クラスにスイッチしたばかり
の能塚智寛（#555 ／ホンダ）と渡辺
祐介（#110 ／ヤマハ）。山本もそうだ
が能塚、渡辺も海外で実力を磨いた
ライダー。能塚と渡辺は IA 昇格も同
期で共に 20 代前半。新勢力がトップ
争いに名乗りを上げる結果となった。
　その一方で、今シーズン限りでの現
役引退を表明した絶対王者成田 亮
（#982 ／ホンダ）は開幕戦で苦戦を
強いられた。今回 IA1 クラスにのみ
採用された 15 分＋1 周×3ヒート制
というスーパースプリントレースで成田
が息を吹き返すのか。あるいは新たな
ヒーローが生まれるのか。激しいバトル
が予想される未体験のレースに興味
は尽きない。
　全 4 戦となった今シーズン。1 勝の

重みは今までになく大きく、誰もがその
チャンスを狙っている。中でもカワサキ
ワークスの小方 誠（#10）やヤマハ
ワークスに移籍した富田俊樹（#317）
も勝利に執念を燃やす。サテライトチー
ムから参戦する小島庸平（#44 ／ホン
ダ）、大塚豪太（#155 ／ホンダ）や星
野優位（#166 ／ヤマハ）も十分に勝
てる力をもつライダーたちだ。
　

　昨シーズン、アメリカ仕込みのアグ
レッシブなライディングで IA2 クラスを
制した横山遥希（#1）は今季カワサキ
ワークに加入。このクラスでは唯一の
ファクトリーマシンで連覇を目指す。
　開幕戦、苦戦を強いられながらも総
合優勝を飾った横山に対し、その座を
奪おうとするのが昨シーズン横山を上
回るシーズン 5 勝をマークした大倉由
揮（#31 ／ヤマハ）や開幕戦でクラス
初優勝を飾った内田篤基（#39 ／ス
ズキ）。怪我から復帰した大城魁之輔
（#36 ／ホンダ）や小川孝平（#912 ／
カワサキ）。九州から遠征してきた石浦 
諒（#954 ／ホンダ）も十分優勝を狙え

るライダーの一人だ。
　ルーキーではヤ
マハの育成チームに抜擢された中島
漱也（#01）、同じくヤマハの袴田哲弥
（#02）らの元気な走りにも注目したい。
中島は18歳、袴田は17歳。このクラ
スには他にも川上龍司（#40 ／ヤマ
ハ）や西條悠人（#47 ／カワサキ）な
ど十代の選手が 10 名以上エントリー
している。若さを前面に出した元気な
バトルに期待が高まる。
　

　開幕戦、チャンピオン本田七海（#1
／ヤマハ）とこれまで幾度も2位に甘
んじてきた川井麻央（#3／ホンダ）の
一騎打ちは、スタートで先行した本田
を 1 周目にパスした川井が逆転で 3

年ぶりとなる優勝を果たす。短期決戦
のタイトル争いで川井が主導権を握る
のか、それとも本田が巻き返すのか。
またハスクバーナを駆る久保まな（#4）
がここに割って入ることが出来るか、レ
ディスの熱い戦いに注目して欲しい。
　LMX クラス一昨年のチャンピオン
で、昨シーズン世界選手権に挑戦し
た粉川（旧姓畑尾）樹璃（#63 ／ホン
ダ）は今回 IB Openクラスにのみエン
トリー。その IB Open や未来のスター
ライダーの宝庫、ジュニアやチャイルド
クラスにもぜひ注目して欲しい。
　ただ漫然と見るのではなく、誰か一
人に注目するとレースが何倍も面白く
なります。公式プログラムには各ライ
ダーの出身地が記載されているので、
地元ライダーには特に温かい応援を
送ってください。
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新型コロナウィルス感染拡大の影響で変則スケジュールとなった今
シーズンのMFJ全日本モトクロス選手権。シリーズ第3戦は10月3
～4日に開幕戦と同じ宮城県柴田郡村田町のスポーツランドSUGO
インターナショナルモトクロスコースで開催される。ディフェンディ
ングチャンピオン山本 鯨が強さを見せつけたIA1クラスは、今回初
の3ヒート制を採用。新フォーマットで勝利を手にするのは果たして
誰か。短期決戦の未体験バトルに注目が集まる!!

　暑かった8月のSUGOからすっか
り秋の気配となった SUGO へ。紅葉
はまだ少し早いですが、名物の芋煮
が恋しい季節になってきました。
　たった 1ヶ月のインターバルですが、
すごく長く感じるのはやはりレース数
が少ないせいでしょうか。たっ
た4戦のシーズンです
が、なんとか全
うできる
よ

う、
会
場 内
での観
戦 予 防
にご協力 をお
願いします。
　万が一会 場内でクラスター
が発生なんてことになったら、今後の
開催が危うくなってしまいます。くれぐ
れも、感染拡大防止のガイドラインに
沿って観戦してくださいね。
　さて、今回も基本レイアウトは変わっ
てないので常連さんにはお馴染みだ
と思われますが、ここSUGOの 1 番
の特徴は、ダイナミックなコースレイアウ
トと充実した観戦席。スタート直後一気
に急斜面を駆け上がる「大坂」の斜
面とブラボータワーと呼ばれる第 2 中
継席周辺が、コース全体を見渡せる
特等席。ライダーのなるべく近くで観戦
したいという方は、スネークコーナーの
周囲や奥のヨーロピアンコーナー周辺
がお勧めです。
　そして今回、スタート進行の途中にラ
イダーたちがお立ち台に上がってコー
ルされるSUGOならではの選手紹介

が復活します。ただし観客のみなさん
は密にならないように隣と間隔を開け
てくださいとのこと。マスク着用はもちろ
ん大声で頑張れと言いたい気持ちを
抑えて、拍手でライダーを見送ってくだ
さい。
　レース中は、掘り返されボコボコだっ

た路面が走行に連れてど
んどん堅く締まって
ギャップとワダチが
増えていく。でもそ
の変化こそがオ
フロードの醍醐
味ですよね。
ライダーに
よってアプ
ローチの
仕方が
異なり

ます。トップラ
イダーたちがその変

化にどう対応していくか、目
をこらして注目してみてください。

　一カ所に陣取って見るのもいいで
すが、スタート前のライダーの表情を見
たり、ジャンプ、コーナーとポイント変えな
がら観戦するのも楽しいです。コース
サイドを1周して、1番面白そうな観戦
ポイントをみつけてください。
　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、IA1 は白地に黒文字。
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 の山本選手と IA2 の横山選手
だけが赤地のゼッケンを付けているハ
ズ。これ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。開幕戦では前
年度のチャンピオンが赤ゼッケンを付
けていたので、山本、横山両選手はこ

れをキープしたことになります。この栄
光のプレートの取り合いにも注目して
みてください。
　今年は全4戦と例年の半分になっ
てしまったシリーズ戦。ライダーが目指
すのはもちろんシリーズチャンピオンで
すが、トップライダーたちはヒート毎の成
績にスポンサーと賞金契約を結んで
いるので、まずは目の前の順位が重
要です。そうじゃないセミプロライダーは
どうなのと言えば、そこはやっぱり自己
ベストやワークス勢に割って入ることを
目標にしているので、スタートからチェッ
カーまで、やはり全力で走ります。IB
のライダーだったら昇格や次のシーズ
ンの体制にも影響するので、こちらも
やはり必死なわけです。
　レース中の途中経過は、上位だった
らコントロールラインの電光掲示板に
表示されますが、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。
　公式プログラムのエントリーリストとラ
イダーのゼッケンとマシンの色を照らし
合わせ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、予選、
決勝レースが何倍も楽しくなります。

　天候やコンディションで若干変更が
出るかもしれませんが、基本土曜日は
各クラスの練習走行、予選、IB Open 
Heat1 の決勝。日曜日は練習走行の
あと各クラスの決勝と、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よね。そんな時
はパドックにも出かけてみてください。
　コロナ対策でサイン会などのイベント
は行われないと聞いていますが、出店
や展示ブースは必見です。応援フラッ
グやポスターは、今回も手渡しではなく
テイクアウトになるとのこと。ソーシャル
ディスタンスを保ちつつ、パドック散策
を楽しんでください。
　また、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、特製のノベルティ
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。
　走り終わって砂まみれになったマシ
ンをあっと言う間にピカピカにしてしまう
メカニックさんの仕事ぶりにも注目。
ワークスやサテライトのトップチームはス
タート後方の通路を進んだ先に展開し
ています。例年ならマシンの仕様も仕
上がっている時期ですが、今年はまだ
2 戦目。どのチームもコースコンディショ
ンに合わせた作り込みに余念がない
ハズです。
　メーカーの威信を背負うライダーた
ちももちろんですが、プロメカニックの
仕事ぶりも一見の価値があります。ラ
イダーのコスチュームにも注目。ちょうど
新型がリリースされる時期。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、危険な競技だけに安全への配慮
も怠りません。モトクロスウェアーの中に
着けている装具なんかもぜひご覧に
なってください。
　

　全日本モトクロスの画
像やインサイドレポートを
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
ビスをお届けします。シーズンオフも
様々な情報を配信します。みなさんぜ
ひご登録ください。

編集後記
　今年はコロナで中止になってしま
いましたが、本当なら国別対抗戦モ
トクロス・オブ・ネイションズが先週
行われていたハズなんですよね。当
初の予定だと舞台はフランス。
　この先一体いつから自由に渡航で
きるようになるのか。ニュースを見て
いると少しずつ移動制限が緩和され
る方向のようですが、来年は行ける
のかなぁ～。
　東京オリンピックが無事開催でき
て、日本代表がネイションズに出場
できるますように。来年の会場はイタ
リア。代表には誰が選ばれるのだろう。
とにかくコロナが早く収束しますよう
に。…なんてそんな先のこと考えて
る場合じゃないですね。そうだ全日本、
次は九州熊本です !!
MXING & MC Square 木田 淑

SUGO 名物お立ち台の
選手紹介が復活します !!

パドック巡りも観戦の
大きな楽しみの一つです。

そんなことがあったの ?MX の
表も裏もレポートします。

第1戦 SUGO大会   8月 29～30日 宮城県／スポーツランドSUGO
第2戦 近畿大会    中　止 奈良県／名阪スポーツランド
第3戦 SUGO大会   10月 3～4日 宮城県／スポーツランドSUGO
第4戦  中　止   10月 30～11月１日
第5戦 MFJ-GP   11月 14～15日 熊本県／HSR九州
第6戦 関東大会   11月 28～29日 埼玉県／オフロードヴィレッジ

2020 全日本モトクロス選手権シリーズ スケジュール

王者山本を止めるのは誰だ?
初採用のトリプルヒートに注目!

ゼッケン 1 を付けた横山に挑む
内田、大倉、小川…+ルーキーたち

逆転で開幕優勝を飾った川井
エース本田の巻き返しはなるか!!
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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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マナーを守って楽しく観戦しよう!
 1.入場時には検温と体調チェックに協力を
 2.マスク着用と咳エチケットを守ろう!
 3.声援は我慢、フラッグや拍手で応援しよう!
 4.ソーシャルディスタンスを確保しよう！

2020  10/3-4    Round 3 SUGO    No.227 2020  10/3-4    Round 3 SUGO    No.227

INFORMATION & OTHERS


