
全日本モトクロス選手権 第4戦 SUGO大会 開催おめでとうございます。

　コロナ禍の苦境を打ち破るように開
幕した今年の全日本モトクロス選手権。
荒れた展開となった開幕戦九州大会
では、トリプルヒート制でただ一人全て
表彰台に上がった渡辺祐介（#3／
ヤマハ）が総合優勝をマーク。しかし
前回関東大会では、ディフェンディング
チャンピオンの山本 鯨（#1／ホンダ）
がパーフェクトVで巻き返し、僅か１ポ
インント差ながらランキングトップの座を
奪い返した。
　連覇を目指す山本と地元で今季
初優勝を狙う渡辺。まずはこの二人
の戦いに注目したい。もちろん打倒山
本を狙うのは渡辺だけではない。ヤマ
ハワークスの富田俊樹（#2）。ホンダか
らカワサキに移籍した能塚智寛（#5）。
能塚と入れ替わってホンダに戻った
小方 誠（#4）。この５人が開幕から激
しい攻防を繰り広げる。
　開幕戦に続き15 分＋１周×3ヒー
ト制で行われる今大会。ポイントスケー
ルが変更され、１勝の価値が大きく
なっただけに、レースがヒートアップする
ことは間違いない。
　優勝を狙うライダーは他にもいる。ラ
ンキング 6 番手に付ける星野優位
（#8／ヤマハ）。東北岩手を拠点に

戦う横澤拓夢（#10 ／ホンダ）やベテ
ランとなった小島庸平（#6／ホンダ）、
大塚豪太（#7／ホンダ）もチャンスを
伺っている。
　ハイスピードのアップダウンと何本も
の轍が出来る難易度の高いコーナー
が連続するテクニカルな SUGO。果
たしてどんな展開のレースになるか、国
内最速、最強ライダーによる熱いバト
ルに期待したい。

　若手中心で元気の良さが魅力の
IA2 クラス。中でもとびっきりアグレッシ
ブな走りを披露してくれたチャンピオン
横山遥希（#1／カワサキ）が活動の
場を海外に移したためエース不在と
なったこのクラスでは、開幕戦で大城
魁之輔（#2／ホンダ）と内田篤基（#4
／カワサキ）が勝利を分け合ったもの
の、前回関東大会では内田が自身初
となるパーフェクトV を飾ってライバル
を一歩リード。ポイントランキングでは岸
桐我（#8）、中島漱也（#１０）、小川孝
平（#11）、大倉由揮（#6）らヤマハ勢
が内田、大城を追う展開となっている。
　内田がこのままリードを広げるのか、
それとも内田、大城に迫るライダーが
現れるのか。西條悠人（#5／カワサ
キ）や鳥谷部晃太（#35 ／ヤマハ）の

地元ライダー。更に
今回スポット参戦し
てきた勝谷武志（#25 ／カワサキ）と
田中雅己（#48 ／カワサキ）のベテラ
ンにも注目が集まる。

　僅か 4 ヒートながら、昨シーズン全
勝で新女王の座についた川井麻央
（#1／ホンダ）。世界進出を目標に据
えて更なるレベルアップを目指す川井
に対し、なんとか連勝をストップさせよ
うと狙っているのがチームメイトの小野
彩葉（#4／ホンダ）や、タイトル奪還を
狙う本田七海（#2／ヤマハ）だ。
　開幕戦では先行逃げ切りを図った
小野を川井が捉え、鮮やかな逆転で
川井が今季初勝利をマーク。初の 2
ヒート制で行われた前回関東大会で
は、川井がライバルを圧倒して初の
パーフェクトV を達成し昨年からの連

勝記録を7に伸ばした。
　今回勝てば鈴木沙耶が 2004 年
に記録した歴代 2 位の記録に並ぶ
川井。その先には鈴木が 03～04 年
にかけて記録した９連勝の最多記録
があり、今回勝てば川井は歴代 1位
と並ぶ権利を得ることになる。川井が
連勝記録をどこまで伸ばすか、ライバ
ルは川井の快進撃を止めることが出
来るか、全力での戦いを見守りたい。
　IB Open クラスや未来のスターライ
ダーの宝庫、ジュニアクロスやチャイル
ドクラス、SUGO の人気プログラムと
なった併催イベント2スト125クラスに
もぜひ注目して欲しい。ただ漫然と走
りを見るのではなく、誰か一人のライ
ダーに注目すると、展開の中にドラマが
起きたりしてレースが何倍も面白くなる。
公式プログラムで各ライダーの素顔や
出身地をチェックし、地元ライダーや
ルーキー選手には特に温かい応援を
送って欲しい。
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モトクロス新時代へ。全日本モトクロス選手権2021シリーズ第4戦
SUGO大会は、6月5～6日に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。僅差な
がらランキングトップの差を奪い返したIA1クラス王者山本 鯨と走
るたびに速さを増すIA2の内田篤基。その二人にライバルがどんな
戦いを挑むか注目。LMXで連勝を続ける川井は新記録更新なるか。
熱き戦いのドラマの新たなページが、今ここで開かれる。

　これまでずっと全日本を見てきたと
いう方は、会場に着いてマシンのゼッ
ケンナンバーを見た途端、あれれ？って
なりませんでした？　そう、赤ゼッケンが
増えました。栄光の赤ゼッケンなんて
言葉を知ってる方はオールドファンで
すよね。そうなんです、かつては
赤ゼッケンこそ国際 A 級ク
ラス（当時はセニアっ
て呼ばれてまし
た）の証
でみ

ん
な の
憧 れ
だったん
です。
　でも今年 の新ルール
で使用される赤 地ゼッケンはそれ
とは違います。初めてレースを見るお
客さんに、誰が速いのか分かりやすく
するために、去年の成績トップ10ライ
ダーは赤ゼッケンにしようってことに
なったんです。ただ、IB クラスは上位
のライダーが昇格していなくなってしま
うので、IAとLMXクラス限定。去年
まではランキングトップのライダーだけが
赤ゼッケンを付けてましたが、IA1、
IA2、LMX のランキンングトップ 10、
合わせて 30 台が赤ゼッケンを付けて
走ります。
　ゼッケンの数字もチャンピオン山本 
鯨選手が #40０とか、小島庸平選手

は #44とかパーソナルナンバーを付け
てましたよね。今年はそれも出来なくな
りました。
　スタートして赤ゼッケンライダーが後ろ
の方にいたら、何かアクシデントが起き
たかって思えるし、そうじゃない、大きな
数字や IA 昇格を果たしたルーキーが

付ける 01～0１０
が 前 の 方を
走っていたら、
そ の ライ
ダーは相
当 頑
張 っ
て

るって分
かりますよね。

ひとまず赤ゼッケン
は速い。数字の小さいライ

ダーは強いと覚えてください。
　次、去年テスト採用された15分＋
１周 ×３レースのトリプルヒートが今年
は IA2 クラスでも行われます。但し毎
戦ではありません。は IA1 が開幕戦
九州と今回の第 4 戦 SUGO。そして
第 6 戦九州では IA2クラスのトリプル
ヒートが初めて実施されます。
　ちなみに前回関東大会では、レディ
スクラスの決勝が初めて 2 ヒート制で
行われました。これで大会数は一昨
年までの 8 戦から一つ減りましたが、
レースの数は維持、あるいは微増にな
るというわけです。
　IAのトリプルヒート、バチバチやり合
うし緊張感があって面白いと大好評。
ライダーにとってはレベルアップにつな
がるし、なによりお客さんに少しでも分
かりやすく楽しんでもらおうという改革
です。3 桁ゼッケンの方がライダー覚え

やすかったなぁ ... と感じる方も中には
いるとは思いますが、どうぞ慣れて
やってくださいね。

　今回も咳エチケットはもちろん、ソー
シャルディスタンスなど感染対策に留
意しながらの観戦をお願いしています。
全国的に第４波の危機が収まりませ
ん。とにかく会場の中からクラスターを
発生させない。開催出来たこと自体あ
りがたいわけで、今年 1 年なんとか
シーズンを全うできるよう、みなさまご協
力をお願いします。
　基本屋外なんでそれほど心配はい
らないと思うんですが、一般観客は今
回もパドックに行くことができません。選
手紹介や表彰式の後などもライダー
への接近等は配慮をお願いします。
その上で出店ブースでの食事やお買
い物など楽しんでください。

　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公式
サービス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。アドレスはこの新聞の１番下に QR
コードが置いてあります。携帯スマホで
写メれば公式アカウントにアクセスでき
るはずです。
　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、初めてレースを見る方で
も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
はメーカーのサービスブースにも出かけ
てみてください。コロナ対策でサイン会
などのイベントはまだ行われないと聞い
ていますが、各社出店や展示ブース
は必見です。
　日曜のお昼休みに行われる無限
（M-TEC）の電動モトクロッサー

E-REX のデモ走行もお見逃しなく。
ガソリンから電気、エンジンからモーター
へという流れは今や必至。早くから
オートバイの電動化に取り組んできた
無限がどんなマシンを登場させるのか、
世界の関心が SUGO に集まってい
ます。
　もちろん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。
　今回パドックにはアクセスできない
んですが、スタートゲートでのやりとりや、
ライダーにどんなサインを出しているか
など、場所によってはメカニックさんの
仕事ぶりも見れるはず。コースを移動
しながら、最適な観戦ポインントを探し
てください。ライダーのコスチュームにも
注目。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。
モトクロスウェアーの中に着けている装
具なども出店ブースでぜひご覧になっ
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
もやります。料金は基本タダ（笑）。現
地情報からレース後の裏話などなど、
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。レースのイン
ターバル中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
　直前に飛びこんで来た電動モトク
ロッサーのデモラン情報。世界がこ
のニュースにザワついています。前
回ホンダの CR-E が九州大会でお
披露目されたのが 2019 年の 4 月。
あれから 2 年、ある意味メーカーが
最も注力している分野ですからね、
どんなマシンが登場するのか超楽し
みです。
　全日本はこのあと 2ヶ月の長いイ
ンターバルに突入。チャンピオン決
定戦となる秋の SUGO は大声出し
て楽しめるようになるといいですね !!
MXING & MC Square 木田 淑

栄光の赤ゼッケン復活 !?
ゼッケンの数字と色に注目

感染対策しながらの観戦
マナーを守って楽しんで !

世界が注目する無限の
電動モトクロッサー登場 !

今シーズンの展開は ? MX の
表も裏もレポートします。

第1戦 HSR九州大会   4月 10～11日 熊本県／HSR九州
第2戦 中国大会     5月 1～2日（延期） 広島県／世羅グリーンパーク弘楽園
第3戦 関東大会   5月 15～16日 埼玉県／オフロードヴィレッジ
第4戦 SUGO大会   6月 5～6日 宮城県／スポーツランドSUGO
第5戦 近畿大会   9月 11～12日 奈良県／名阪スポーツランド
第6戦 九州大会   10月 9～10日 熊本県／HSR九州
第7戦 MFJ-GP   10月 23～24日 宮城県／スポーツランドSUGO

 D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ 2021スケジュール

王者山本を１ポインント差で追う
地元の渡辺。勝利数を稼ぐのは誰!

新チャンピオンを目指して
内田が一歩先行する IA2

全勝で新女王となった川井の
連勝記録はどこまで続く?

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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山路を登りながら
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INFORMATION & OTHERS

全日本モトクロス選手権シリーズをご観戦いただいた皆様の感想をお聞かせください。会場に着いて気になったこと。アレは良かった、ここはダメ。情報配信アプリ「グルービュー」を使って
みた感想などなど、気付いたこと気になったこと、どんな小さなことでもかまいません。左のQRコードをスキャンすると投稿フォームが表示されます。いただいた感想とご意見は、大会の主催
者並びに競技運営チームの担当者に責任をもってお渡しします。全日本モトクロスをより良い大会にするためにぜひとも奇譚のないご意見をお聞かせください。どうぞよろしくお願いします。

左のQRコードは、ライブタイミングとライブ動画のダイレクトリンクです。スマホでアクセスすれば、コントロールラインの通過順位はもちろん、コース反対側のトップ争
いも見ることができます。また、右のQRコードにアクセスすると、タイムスケジュール、エントリーリスト、リアルタイムリザルトの他、メーカー、チームの公式レポートやライ
ダーのFacebook、Twitter、Instagram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。


