
全日本モトクロス選手権 第5戦 MFJ-GP 開催おめでとうございます。

全力応援!!
全日本モトクロス

　前回第 3 戦（第 2 戦近畿大会が
中止となったためシーズン2 戦目）の
SUGO で初採用された IA1 限定の
トリプルヒート。15 分 +1 周のレース
フォーマットは、息つく暇もない攻防が
随所で繰り広げられ、実に見応えのあ
るレースとなった。手に汗握る超スプリ
ントバトルが、今回ここHSR九州でも
実施される。
　2 戦 5ヒートの前半戦を終えてラン
キングトップの座をキープしているのは、
ディフェンディングチャンピオン山本 鯨
（#400 ／ホンダ）。新型コロナの影響
により全 4 戦で争われる短期決戦の
シーズンではあるが、勝率 6割、表彰
台フィニッシュが100%という強さは正
に圧巻。連覇に向けてひた走る。
　ポイントランキング 2 番手で山本を
追うのが、今シーズンからプレミアクラス
IA1 へのチャレンジを開始したヤマハ
ワークスの渡辺祐介（#110／ヤマハ）。
3 番手に付けるのが渡辺のチームメイ
トでホンダから移籍して来た富田俊樹
（#317）。渡辺と同期の能塚智寛

（#555 ／ホンダ）が4番手で上位進
出のチャンスを伺う。
　V12 という金字塔を打ち立て今季
限りでの引退を表明していた成田 亮
（#982 ／ホンダ）が自身のトラブルで
欠場となったのは残念だが、上位の4
人は 20 代のライダー。更に今大会に
は、古賀太基（#929 ／カワサキ）がス
ポット参戦する。新たな時代を築こうと
力を伸ばしてきたトップライダーの全力
バトルにまずは堪能して欲しい。

　速度を維持しながら飛距離を抑え
るためにジャンプでマシンを捻るスクラ
ブというテクニック。アグレッシブなライ
ディングをトレードマークに IA2クラスの
連覇をめざすのがカワサキワークスの
横山遥希（#1）だ。開幕戦第 1ヒート
こそ転倒で 5 位に甘んじたが、横山
はそこからは 3 連勝をマークしてライ
バルに付け入る隙を与えない。
　懸命に横山を追う浅井亮太（#41
／ヤマハ）や大倉由揮（#31 ／ヤマ
ハ）。開幕戦でクラス初優勝を飾った
内田篤基（#39 ／スズキ）や大城魁

之輔（#36 ／ホン
ダ）。26 歳でこのク
ラス最年長の小川孝平（#912 ／カワ
サキ）や地元の石浦 諒（#954 ／ホン
ダ）。加えてヤマハの中島漱也（#01）
や袴田哲弥（#02）、小笠原大貴
（#04）らルーキーたちがチャンピオン横
山を相手にどう戦うか、フレッシュなバ
トルに期待が高まる。
　

　開幕戦で 3 年ぶり優勝を飾ると、
一気に波に乗って SUGO での連戦
を制した川井麻央（#3／ホンダ）。し
かしここHSRは、チャンピオン本田七
海（#1／ヤマハ）は得意とするコース。
川井が初タイトルに王手をかけて地元
での最終戦の凱旋するのか、それとも

本田が反撃を開始するのか。両者の
対決にまずは注目。ここにハスクバー
ナを駆る久保まな（#4）が割って入る
ことが出来るか、レディスの熱い戦いに
注目して欲しい。
　また 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
戦した地元熊本の粉川（旧姓畑尾）
樹璃（#63 ／ホンダ）は今回も IB 
Open クラスにチャレンジする。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
シーズンの全日本モトクロス選手権。シリーズ第5戦は、MFJグラン
プリの格式で11月14～15日に熊本県菊池郡大津町のHSR九州オ
フロードコースで開催される。チャンピオン山本 鯨が安定した強さ
を見せるIA1クラスは、前回に続き3ヒート制で争われる。GP之ボ
ーナスポイント+5が加算される今大会、山本がリードを広げるかラ
イバルが差を詰めるか。短期決戦の全集中バトルに注目が集まる!!

　8月真夏のSUGOでようやくスター
トした今シーズン。僅か4戦ですからね。
あっという間のクライマックス突入です。
　九州は日が長いとは言えすでに 11
月も半ば。本来なら 10 月末に海外か
ら招待選手を迎えて華 し々く開催さ
れるはずだったグランプリ大
会ですが、まずは開催
して貰えたこと
に感謝。
そ

し
てな
ん と
かこの
窮 地 を
乗り切っ て 、
来年は思う 存分楽し
めるように、 ファンもライダーも
スタッフさんもみんなで協力しましょう。
　感染者数の増加やクラスターなど、
嫌なニュースが再び多くなっています。
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、今後の開催も危う
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、国内屈指のダイナミックコース
である HSR 九州オフロードコース。最
大の特徴は、本場ヨーロッパやアメリカ
並みのハイスピードなレイアウトです。ス
タートから 1 コーナーまでの直線距離
もおそらく最長。どのライダーも１番ス
ピードが出るとコメントしています。正に
エンジン全開の全力疾走が楽しめま
す。
　その先左に大きく回り込む 1 コー
ナーの内側が人気の観戦ポイントに

なっていますが、実はそこだけに陣
取っていると、全体が見渡せません。
なるべく広く見たいという方は、最終ス
トレート横の高台がお勧めです。また、
コースに沿ってぐるっと外周路が通っ
ているので、いろんなセクションを間近
に見たいという方は、1 周して面白そ

うなポイントを探してみてく
ださい。
　レース前に掘り返
されてボコボコ
だった路面は、
走行に連れて
どんどん堅く
締 まっ て
コーナーと
その 前
後には
ギャッ

プとワダチが
増えていきます。そ

の変化をどう読んで攻略
するか、それが勝負の鍵になりま

す。正にオフロードならではの醍醐味
ですよね。
　モトクロスの華と言えばジャンプが上
げられますが、ストレートのジャンプをハ
イスピードでアプローチすれば、高く上
がり過ぎて次の加速が遅れてしまいま
す。IA2 横山遥希選手などが見せて
くれる「ひねり」は、それを防ぐための
テクニック。写真好きの方には絶好の
シャッターチャンス。スマホで捉えられる
かチャレンジするのも楽しそう。ちなみ
にスマホで連写するときは、画面では
なくライダーを見る感じで追うと上手く
撮れると思います。
　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、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ます
よね。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
付けることになっているので、山本、横
山両選手はこれをずっとキープし続け
ていることになります。この栄光のプ
レートの取り合いにもぜひ注目してみ
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、予選、決勝
を通じ、お持ちのスマートフォンで
「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、今大会も手渡しでは
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
タート右手の林に沿って展開していま
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
も地道にやってます。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
　今大会直前に報じられたショッキン
グなニュース。長年に渡って日本の
モトクロス界を牽引してきたライダー
だけに、事実だとすれば本当に残念
だし、コロナ渦で必死に頑張ってき
たライダーや関係者、ファンのみな
さんの中にも失望、落胆された方が
大勢いらっしゃると思います。
　モトクロスという素晴らしいスポー
ツの信頼と元気を取り戻すためには、
ファンのみなさんの応援の力が不可
欠だと思っています。未来を夢見る
若い選手たちのためにも、これから
もどうぞよろしくお願いします !!
MXING & MC Square 木田 淑

シーズンクライマックスを
どうぞ満喫してください !!

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

誰がチャンスを活かすか?
GPポイント×トリプルヒート!

連覇に挑むチャンピオン横山との
若さ溢れるバトルに注目 IA2

開幕2連勝中の川井に対して
巻き返しを図る本田と久保
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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！
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