
IA1 星野 優位
IA2  中島 漱也   瓜生 大喜   小林 大治朗

IB Open  有山 大輝   村上 大和 
JX  杉本 大駕   高木 碧   福島 温人
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IB Open Ranking
1位 50 村野 晟弥 (K) 45、2位 48 伊藤 晃 (Y) 36、3位 53 町田 勘太 (S) 33、4位 32 大塚 貴斗 (H) 24、5位 28 山田 康介 (S) 19
6位 47 鈴木 龍星 (Y) 18、7位 57 藤井 一輝 (H) 17、8位 59 那須 愛斗 (Y) 16、9位 9 佐藤 沙弐 (K) 11、10位 7 堀越 秀鷹 (Y) 11
LMX Ranking
1位 1 川井 麻央 (H) 25、2位 4 小野 彩華 (H) 20、3位 2 本田 七海 (Y) 16、4位 5 楠本 菜月(Hu) 13、5位 3 久保まな (H) 11
6位 6 井川 実乃里 (S) 10、7位 14 濱村 いぶき (H) 9、8位 15 赤松 樹愛 (Y) 8、9位 、11 伊藤 悠利 (Y) 7、10位 9 勝股 七海 (H) 6

IA2クラス STATS（リザルト&ポインントランキング）

IA1クラス STATS（リザルト&ポインントランキング）
　　順位  No.  ライダー  　      マシン                         Rd.1 九州            Rd.2 中国  Total
 1位 3 渡辺 祐介 （Y） YZ450FM 2 ／ 2 ／ 3   56
 2位 5 能塚 智寛 （K） KX450F-SR 1 ／ 失格 ／ 1   50
 3位 2 富田 俊樹 （Y） YZ450FM 5 ／ 1 ／ 4   49
 4位 4 小方 誠 （H） CRF450R 6 ／ 3 ／ 2   46
 5位 1 山本 鯨 （H） CRF450R 3 ／ 6 ／ 5   37
 6位 8 星野 優位 （Y） YZ450F 4 ／ 5 ／ 6   34
 7位 10 横澤 拓夢 （H） CRF450R 8 ／ 4 ／ 12   25
 8位 6 小島 庸平 （H） CRF450R 7 ／ 8 ／ 8  25
 9位 16 池本 凌汰 （KT） 450SX-F 10 ／ 9 ／ 10   19
 10位 7 大塚 豪太 （H） CRF450R 22 ／ 7 ／ 7   18
 11位 28 町田 旺郷 （Y） YZ450F 9 ／ 10 ／ 11   18
 12位 12 星野 裕 （S） RM-Z450 11 ／ 12 ／ 9   16
 13位 19 安原 志 （K） KX450F 12 ／ 11 ／ 14   11
 14位 14 道脇 右京 （H） CRF450R 13 ／ 13 ／ 13   9
 15位 05 西 元気 （S） RM-Z450 16 ／ 14 ／ 15   3
 16位 29 小野 千成 （H） CRF450R 14 ／ 19 ／ 16   2
 17位 18 道脇 白龍 （H） CRF450R 17 ／ 15 ／ 19   1
 18位 15 大石 一斗 （G） MC450F 15 ／ 16 ／ dns   1
             
             

　　順位  No.  ライダー  　      マシン                         Rd.1 九州         Rd.2 中国     Total
 1位 4 内田 篤基 (K) KX250-F  2 ／ 1    45
 2位 2 大城 魁之輔 (H) CRF250R  1 ／ 2    45
 3位 10 中島 漱也 (Y) YZ250F  3 ／ 9    23
 4位 7 川上 龍司 (Y) YZ250F  6 ／ 4    23
 5位 11 小川 孝平 (Y) YZ250F  5 ／ 6    21
 6位 8 岸 桐我 (Y) YZ250F  12 ／ 3    20
 7位 15 鈴村 英喜 (H) CRF250R  8 ／ 5    19
 8位 34 柳瀬 大河 (H) CRF250R  7 ／ 7    18
 9位 9 池田 凌 (K) KX250-F  9 ／ 8    15
 10位 35 鳥谷部 晃太 (Y) YZ250F  4 ／ dnf    13
 11位 17 鴨田 翔 (K) KX250-F  13 ／ 10    9
 12位 21 神田橋 瞭 (K) KX250-F  10 ／ 14    8
 13位 01 福村 鎌 (S) RMZ-250  dnf ／ 11    5
 14位 22 森 優介 (H) CRF250R  11 ／ dnf    5
 15位 19 真野 凌輔 (S) RMZ-250  22 ／ 12    4
 16位 41 瓜生 大喜 (Y) YZ250F  20 ／ 13    3
 17位 04 佐竹 涼冴 (Y) YZ250F  14 ／ 17    2
 18位 29 斉藤 嵩 (S) RMZ-250  16 ／ 15    1
 19位 38 近藤 雄紀 (S) RMZ-250  15 ／ dnf    1
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レース直前、注目ライダーからの一言メッセージ
IA1 #1 山本 鯨選手

自分にできる精一杯の走りで、応援に来てくれた人、ファンの皆さんに
伝わるようなライディンングができればと思っています。

IA1 #7 大塚豪太選手
開幕九州はアクシデントもあって今ひとつな結果になってしまった。
バイクは改善されたし調子はいいので、今回はいい走りができると思う。

IA1 #8 星野優位選手
去年ここで勝てたイメージがしっかりと残っている。

コースは去年よりスピードが上がって見応えがあると思うし、展開も増えそう。
あとは勝つだけ。面白いレースをお見せします。

IA1 #15 大石一斗選手
今回からマシンがGASGASになりました。

IAではボクだけだし、ベストリザルトを残せるように頑張ります。
IA2 #19 真野凌輔選手

地元のチームに移ってしっかりと乗り込みしてきました。
去年決勝で8位を走れたので今回は確実に6位以内を取りたい。

IA2 #29 斎藤 嵩選手
チームの後輩が育ってきたが、まだまだやれるところを見せたいし

前を走って引っ張りたいと思っています。
IA2 #41 瓜生大喜選手

1年半怪我で休んで、久しぶりのレースとなった九州は正直ビビってしまいました。
でもここは乗りこんで来たし、レース感も取り戻せたので、
自己ベスト5位を上回る3位表彰台を目標に頑張ります!!

LMX #1 川井麻央選手
初めての2ヒートレース。どうなるか分かりませんが楽しみます!!

LMX #4 小野彩葉選手
開幕戦いいレースができた勢いに乗って、地元で初V目指します!!

注目ライダー直前インタビュー
YAMALUBE RACING TEAM
with レーシンングチーム鷹

開幕戦九州大会でIA2クラス初表彰台を獲得した中島選手。まだ
ルーキーって呼んでもいいですよね？
　一応2年目ですけど昨年はレースが４戦しかなくて、前回大会
がA級上がって5戦目。キャリア的にもルーキーですね（笑）。
それにしてはいいレース展開でしたね。成長を感じました。
　HSR九州ってすごいハイスピードコースじゃないですか。腕上
がりするのもあそこだけだし、土曜日の公式練習から調子は良く
なかったんです。不安なまま予選のグリッドに着いて、そしたら
スタートが決まって目の前が大城選手。練習走行から大城選手と
内田選手が速かったから、離されちゃうと思ったんですけど、意
外と付いて行けるなって。あれで一気に離されたり、無理して転
倒なんかしたらダメモードに入ってた気がするんですけど...。
決勝ヒート1もスタートが決まった。
　去年は緊張しちゃってたのがスタート前も冷静でしたね。今年
からメンタルトレーニングを取り入れてるんですが、その成果が
出たと感じています。今年の目標は大きく落とさないことが第一
で、正直なところ6位辺りを狙うつもりでした。ちょうど5番手く
らいで出て、どうしようかなって考えてたら3～4位がすぐ前にい
て、ペースも接近できる状況だった。それで30分上手くまとめて、
最後にチャンスがあればしかけて見ようかなって考えたんですけ
ど、鳥谷部さんがすごいスピードで後ろから迫って来て、このま
まじゃやられる。でも今スパートしたら30分持つかな。どうしよ
う、もういいや行っちゃえって（笑）。おかげでスタミナ使い切
って、ヒート2は口には出さなかったけど、グリッド着いた時か
らけっこう来てるぞ～って感じで（笑）。スタートも出遅れたん
ですけど9位まで上がるのが精一杯で、それでも総合3位だったし、
自分としては80点くらいのレースができたかなと。
残りの20点は…？
　走り的にもっと自分らしさが出せたハズで、そこがちょっと。
今回の課題?
　そうですね。ここは地元でおそらく誰よりも乗ってるコース。
前の二人は突き抜けて速いですが、チャンスはあると思ってます。
ただ、地元で初優勝なんて考えると去年みたいに空回りするから、
あくまでもしっかりまとめるつもりで走ります。チームにとって
も地元でたくさんの人が来てくれると思うし、だからこそ確実に
上位に食い込めるレースをしたいですね。そういうレースができ
ればチャンスも訪れると思うので。
ところで、アメリカのスパークロスで大活躍中の下田 丈選手とは
同期になるんだよね?
　そうです。50で初めて全日本に出た時から一緒でした。ワール
ドジュニアも一緒に出させてもらったし、当時から丈君と岸君が
速くて、ずっとすごいなって感じてましたが、その分努力してた
と思うし、少しでも近づきたいですね。彼のスムーズで無理のな
いライディングスタイルは、常にイメージして目標にしています。
いずれは中島選手も海外にチャレンジする?
　もちろん世界に出ることを目標にしています。それもできるだ
け早い内に。今はとにかく経験を積んで、まずはチャンピオンに
ならないと。そのためにも一戦一戦確実に力を付けて行きたいん
です。皆さんの前で走れることが１番モチベーションになるので、
できればコースサイドで、でもこんな時期だからYouTubeのライ
ブ配信でもいいので、ボクの走りに注目してください!!

「一戦一戦成長中です!!」
中島 漱也選手

IA2 #10IA2 #10

　コロナ禍にも関わらず、北は北海
道、南は九州や遥々沖縄からもエント
リーしてくれたライダーたち。本当なら
サイン会やパドックを訪ねて気軽にラ
イダーと話したり交流できるのが全日
本モトクロスの魅力なんですが、今回
はちょっとというかすごく残念な状況。
でも、そんな困難を跳ね退けて、迫力
ある走りを見せてくれるライダーたち
を応援してくださいね。
　去年に引き続き大きな声を出して
の応援やパドックにライダーを訪ねて
声をかけたりということは NG となっ
ていますが、ライダーたちは常にコー
スサイドのお客さんの気持ちを感じ
取っています。心に秘めた熱い気持
ちを地元で気合を入れて臨む関東
勢に送ってあげてください。

というわけで応援して欲しい地元
ライダーと言えば、最高峰 IA1クラス
を 2 連覇中のエース山本 鯨選手
（#1/ ホンダ）が埼玉県岩槻市出身。
星野優位選手（#8/ヤマハ）は生ま
れも育ちも上尾市という超地元ライ
ダー。クラス最年長のサラリーマンライ
ダー中村泰介選手（#22/ヤマハ）も
出身は埼玉。カワサキからホンダに
戻った小方 誠選手（#4）は今も神奈
川県在住。静岡のチームからエント
リーしている町田旺郷選手（#28/ヤ
マハ）も神奈川出身。大石一斗選手

（#15/GASGAS）は東京在住。大
塚豪太選手（#7/ホンダ）は栃木在
住で地元川越のチームから参戦して
います。チームメイトの小野千成選手

（#29/ホンダ）は東京。小林康志郎
選手（#30/KTM）は埼玉。ルーキー
西元気選手（#05/スズキ）は神奈
川県座間市。同じくルーキーでチーム
メイトの上原 巧選手（#07/ スズキ）
は都内在住ですが沖縄出身のライ
ダーです。
　IA2 クラスでは、左のインタビュー
に登場してもらった中島漱也選手

（#10/ ヤマハ）が東京八王子在住。
斉藤健太選手（#26/スズキ）と齋
藤 嵩選手（#29/ スズキ）も東京。
鴨田 翔選手（#17/ カワサキ）、根
岸瑞生選手（#31/ホンダ）は埼玉。
神田橋瞭選手（#21/ カワサキ）と
真野凌輔選手（#19/ スズキ）、瓜
生大喜選手（#41/ ヤマハ）は神
奈川。室井政伸選手（#28/ヤマハ）
は栃木のライダー。
　他にも各クラス関東勢が多数出
場しています。公式プログラムには
出身地やチーム名が記載されている
ので、コースサイドから熱い応援をぜ
ひお願いします。

コロナ渦に負けるな !
レースの元気を埼玉から !!

開幕戦九州大会のリザルトにもエントリーリストにもIA2チャンピオン横山遥希選手の名前があ
りませんよね。怪我しちゃったの ? と思った方ご心配なく。横山選手今年はオーストラリア選手
権に現地のカワサキトップチームから参戦します。世界選手権や AMA のトップライダーを数々
輩出してきたオーストラリア。全日本輩出の連覇から一段レベルアップするためのチャレンジで
す。一方 AMA SXでは、下田 丈選手がイースト２５０で初優勝とランキング2 位の日本人最
高成績をマークしました。両ライダー海の向こうでの更なる躍進に注目& 乞うご期待 !!

「世界で活躍する日本人ライダーたち」

第1戦 HSR九州大会　4月10-11日
熊本県／HSR九州オフロードコース 天候:晴れ

　天候は土日とも晴れ。九州ならでは
の強い日差しが照りつけたため、激しい
土埃が舞う中でレースが行われた。
　15分＋１周のトリプルヒート制で行
われたIA1クラス。第1ヒートは山本と
富田がサイドバイサイドのトップ争いを
繰り広げるも、終盤に両者接触転倒。３
番手に付けていた能塚が地元でクラス
初優勝をマークした。
　第2ヒートは好スタートを決めた富田
がチームメイト渡辺の追撃を振り切っ
てヤマハ移籍後初優勝をマーク。能塚
は3位でフニッシュするもレース後の再
車検で音量オーバーとなり失格。山本
はゴーグルトラブルと転倒で6位。
　第３ヒートは山本がホールショットを
決めるも直後にマシントラブルが発生
してペースダウン。レースは能塚が小
方とのバトルを制して２勝目をマーク。
荒れたレースで３ヒート表彰台に上が
った渡辺が総合を飾った。

　３０分＋１周２ヒート制で行われた
IA2クラス。第１ヒートは大城が内田と
のバトルを制し、開幕戦でIA初優勝を
鮮やかにマーク。内田が2位、中島が3
位で初表彰台に登壇。
　第2ヒートは再びホールショットを決
めた内田が、今度は後続を突き放し独
走で今季初、カワサキ移籍後初Vを達
成。大城と内田が優勝を分け合い、第２
ヒートを制した内田が開幕総合V。岸
が3位でこちらも初表彰台を獲得した。
　IB Openクラスは村野と伊藤が優勝
を分け合い1-2位の村野が総合V。
LMXは好スタートを決めた小野が逃げ
切りを図るも、川井が４周目に小野を捉
えて逆転に成功。小野が2位、本田が3
位でチェッカーを受けた。
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