
全日本モトクロス選手権 第1戦 HSR九州大会 開催おめでとうございます。

　コロナ禍の苦境を乗り越え国内最
高峰 IA1 クラスで 2 年連続 3 度目
のタイトルに輝いた山本 鯨（#1／ホン
ダ）。アスリートとして、モトクロスというス
ポーツに全てを注ぎ込んできた強さは、
正に日本のエースと呼ぶに相応しい
存在だ。今シーズンもホンダワークスの
支援を受けて、開幕戦に万全の準備
を積み重ねて来た。
　その山本に真っ向から挑むのが、
ヤマハワークスの富田俊樹（#2）と渡
辺祐介（#3）だ。３シーズンに渡って
ヨーロッパで力を伸ばしてきた山本に
対し、富田と渡辺は共にアメリカで腕
に磨きをかけて来たライダー。ライバル
チームの威信にかけて、山本の独走
を許すわけにはいかない。
　更にホンダからカワサキに移籍した
能塚智寛（#5）も間違いなくタイトル争
いに加わってくるライダーだ。去年の最
終戦で負った怪我の回復具合が
少々気がかりだが、カワサキワークスの
全面的なバックアップを受けての大ブ
レークが期待される。
　優勝を狙っているのはワークス勢だ
けではない。能塚と入れ替わりで、再
びホンダのマシンを駆ることになった小
方 誠（#4）も実力はトップレベルのライ

ダー。小島庸平（#6／ホンダ）や星野
優位（#8／ヤマハ）ら豊富な経験を
持つベテラン、の意地大塚豪太（#7
／ホンダ）や横澤拓夢（#10 ／ホンダ）
ら中堅の躍進に期待したい。
　特にIA1クラスの開幕戦は、昨年
初めて採用された 15 分＋1 周 ×3
のトリプルヒートで行われる。スタートか
らゴールまで息付く間もない間もない
ほどの超スプリントレース。誰もが下克
上のチャンスを有している。国内最高
峰クラスならではの激しいバトルを期
待しよう。

　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）の名前が
エントリーリストにないことにお気付きだ
ろうか。彼は更なるレベルアップのため
に海外へのチャレンジを決意し、現在
渡航準備の真最中。コロナ禍で足止
めされている状況だが、間もなく本人
から発表があるはずだ。
　圧倒的な速さを誇ったチャンピオン
が不在となったことで、このクラスの混
戦には更なる拍車が掛かりそう。大城
魁之輔（#2／ホンダ）やカワサキにス
イッチした内田篤基（#4）。浅井亮太

（#3／ヤマハ）と石
浦諒（#16 ／ホン
ダ）の怪我による欠場は残念だが、大
倉由揮（#6／ヤマハ）や小川孝平
（#11 ／ヤマハ）に加え西條悠人（#5
／カワサキ）、岸桐我（#8／ヤマハ）、
中島漱也（#１０／ヤマハ）ら若手の
成長にも期待が集まる。

　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、タイトル奪還を狙っているのが
本田七海（#2／ヤマハ）だ。一方マシ
ンをホンダにスイッチした久保まな（#3）
は、この春から在籍していた関西大学
の職員となり、全日本はスポットでの参
戦となる模様で、レディスクラスのタイト
ル争いはどうやら川井と本田の二人

に絞られそう。これまで幾度となく繰り
広げられてきた両者の一騎討ちに注
目したい。
　もちろんこのクラスでも小野彩葉
（#4／ホンダ）や楠本菜月（#5／ハス
クバーナ）など新勢力が台頭している。
川井、本田に続くニューヒロインの登
場にも期待したい。
　IB Open クラスでは地元九州勢を
含め 70 名近いライダーが IA 昇格目
指して鎬を削ることになる。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。今シーズンからゼッケンが前年度
の成績順でトップ 10 のライダーが赤
ゼッケンになった。公式プログラムで各
ライダーの出身地チェックし、地元ライ
ダーやルーキ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シリーズは、4
月10～11日に熊本県菊池郡大津町のHSR九州オフロードコースで
開幕する。新型コロナウィルス感染拡大の影響で8月開幕、わずか４
戦のみの短期決戦を強いられた昨シーズン。今年は関係者の努力も
あり、例年通りの4月スタートが可能になった。運営体制も一新され、
新たなレースフォーマットも採用。コロナ禍を乗り越えてよりエキサ
イティングの次の時代へ。新たな戦いのドラマがここから始まる。

　今まで何度か観戦されてる方は、
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
年の成績のトップ 10ライダーは赤ゼッ
ケン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
の#44とかパーソナルナンバーを選べ

たんですが、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 I 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、そのライダーはかなり頑張って

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 IA1クラ

スのみ 10月の SUGOと
ここで採用された 15 分＋１周

×３レースのトリプルヒートが IA2クラス
でも行われます。但し毎戦ではありま
せん。今回は IA1。6 月の SUGOも
IA1 はトリプルヒート。そして 10月の九
州では IA2 クラスのトリプルヒートが初
めて行われます。
　それから、次の広島と第３戦関東で
はレディスクラスの決勝が 2ヒートで行
われます。つまり大会数は一昨年まで
の 8 戦から一つ減ったけど、レースの
数は維持されるわけです。
　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ですよね。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 ...って方も中にはいると
は思いますが、どうぞ慣れてやってく

ださい。

　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
意しながらの感染をお願いします。
言ったら東京や大阪から遠征してきた
関係者の方が肩身が狭かったりする
わけですが、とにかく大会、会場内か
らクラスターを発生させない。開幕出
来たことがありがたいわけで、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。
　基本外なんでそれほど心配はいら
ないと思うんですが、ライダーへの接
近等は配慮をお願いします。その上で
パドックウォークや出店でのお買い物
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 ページ目
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
はまだ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、今年も
手渡しではなくテイクアウトになると思
います。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土
手下のパドックエリアに展開していま
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、この時期
気になる来シーズンの
動向などなど、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
　基本東京住みなので、県を跨い
で他の地域に遠征するのをなんだか
申し訳なく感じています。そんな微
妙なムードがまだ当分続くんでしょう
ね。もちろん今回も馬刺しは我慢し
ます。...もしかするとお風呂上がりに
こっそり一人で出かけちゃうかも!? 
　こんな状況下でライダーやチーム
は練習や調整が大変だったと思うし、
何より今大会を準備してくれた関係
者の皆様には感謝の気持ちで一杯
です。あ～みなさんと乾杯したい。
ワクチンも当面回って来そうもないし、
秋の大会もそれはまだ無理かな。
　ひとまず開幕戦のパワーを吸収し
て今シーズンも１戦１戦大事に頑張
ります。ではまた次の大会で !!
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 !

リザルトも中継動画も
ライブ配信がより充実

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 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

王者山本が新時代を築くか
ハイレベルなバトルに期待!

チャンピオン不在で更なる
混戦が予想される 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?

左のQRコードは、今大会のライブタイミングリザルトとライブ動画配信のダイレクトリンクです。また右のQRコードアクセスすると、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、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。

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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