
全日本モトクロス選手権 第6戦 HSR九州大会 開催おめでとうございます。

　新型コロナ感染拡大の影響で第 2
戦中国大会が延期に、第 5 戦近畿
大会は中止となった今年のシーズンス
ケジュール。6月５～6日SUGO 大会
以来誰もが待ち侘びたレースが、ここ
HSR九州で再開の火蓋を落とす。
　国内最高峰 IA1 クラス前半戦の
戦いは、開幕戦九州大会のトリプル
ヒートで唯一全ての表彰台に立ち総
合優勝を飾った渡辺祐介（#3／ヤマ
ハ）に対し、ディフェンディングチャンピ
オンの山本 鯨（#1／ホンダ）が関東
大会をパーフェクトVで巻き返し、１ポ
インント差ながらランキングトップの座を
奪い返したが、地元の利を活かし続く
SUGO 大会のトリプルヒートで総合優
勝を果たした渡辺が再びランキングトッ
プに再浮上。チームメイトの富田俊樹
（#2）が14ポインント差、山本は２３ポイ
ントのビハインドから渡辺を追う展開と
なっている。
　さらにその背後には能塚智寛（#5
／カワサキ）と小方 誠（#4／ホンダ）
が巻き返しのチャンスを伺う。開幕から
激しい攻防を繰り広げるこの５人の中
で、果たした誰がたった一つしかない
栄光の座に登りつめるのか。いずれ
にしても今大会の成績が後半戦の流

れを大きく左右することは間違いない。
優勝のチャンスを伺うライダーはもち

ろん他にも存在する。星野優位（#8
／ヤマハ）や小島庸平（#6／ホンダ）、
横澤拓夢（#10 ／ホンダ）や大塚豪
太（#7／ホンダ）も一発を狙っている。
　超ハイスピードの HSR 九州で、誰
が最速バトルに勝利し後半戦の流れ
を掴むか、最強ライダーによる熱く激し
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。ディフェンディングチャンピ
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、続く関東、SUGO大会では
内田が圧倒的な速さで連勝を重ねラ
イバルを大きくリード。ポインントランキン
グでは岸桐我（#8）、鳥谷部晃太
（#35）、大倉由揮（#6）、小川孝平
（#11）らヤマハ勢が内田、大城を追う
展開となっている。
　トリプルヒート制の採用でより激しい
バトルが予想される今回の IA2クラス
には、地元の古賀太基（#56 ／カワサ
キ）や平田 優（#51 ／ヤマハ）、溝口

哲也（#54 ／カワサ
キ）らがスポット参戦。
中でも古賀は、すでに引退を表明し
今回がラストレースとなるものの、国内
トップクラスの実力は未だ健在。初タイ
トルに向かって残力疾走する内田と、
ラストレースに燃える２０１８ IA2 チャン
ピオン古賀とのバトルにも注目が集ま
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）。今季開幕戦では先行
逃げ切りを図ったチームメイトの小野
彩葉（#4／ホンダ）を捉え、鮮やかな
逆転で川井がシーズン初勝利をマー
ク。初の 2ヒート制で行われた関東大
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。続くSUGO
でも１周目にトップに躍り出た川井がラ

イバルを突き放し昨年からの連勝記
録を8に伸ばした。
　もはや川井の連勝がどこまで続くか
がこのクラスの見どころ。今大会川井
が勝てば、03～04 年にかけて鈴木
沙耶が記録した９連勝という歴代 1
位の記録に並ぶことになる。小野、楠
本菜月（#5／ハスクバーナ）、久保ま
な（#3／ホンダ）らライバルたちは川井
の快進撃を止めることが出来るかどう
か、常に全力での戦いを見守りたい。
　地元ライダーも多数参戦する 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
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、地元の選手
やベテラン、ルーキーたちには特にコー
スサイドから熱い応援を送って欲しい。
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全日本モトクロス選手権 2021シリーズ第6戦 HSR九州大会は、10
月9～10日に熊本県菊池郡大津街のHSR九州オフロードコースで
開催される。前回SUGO大会から実に４ヶ月ぶりのレース。全6戦と
なった短期決戦のシーズンは、ここからが後半戦の山場となる。IA1
クラス王者山本 鯨はランキング２番手の悔しさをどう翻すか。走る
たびに速さを増すIA2内田篤基にストップをかけるライダーは現れ
るのか。熱き戦いのドラマは、ようやくここで再開の幕を開ける。

　開幕戦以来今季２度目の九州熊
本。ゼッケンナンバーや色にはもう慣れ
ましたか？　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？ってなった方も少なくないハズ。そ
うなんです。今年は赤ゼッケンが増え
ます。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。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
01～0１ ０
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今年 4月の
開幕戦では IA1 クラスで行われた
15 分＋１周 ×３レースのトリプルヒート
が、今回はIA2クラスで実施されます。
　ちなみに第 3 戦関東大会では、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。コロナ禍で大会数は
7戦に減りましたが、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 のトリプルヒートはバチバチやり
合うし緊張感があって面白いと大好
評でした。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。今回はさらに混戦
となる IA2 での実施。このチャンスを
誰が物にするか、あっという間のスプリ
ントレースです。どうぞ見逃さないでくだ

さいね。

　感染者は減少傾向にあるとは言え、
まだまだ油断はできない状況。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。とにかく
会場の中からクラスターを発生させな
い。シーズンを再開出来たこと自体あ
りがたいわけで、後半の残り3戦をな
んとか全うできるよう、皆さまご協力を
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、今回一般の観
客がパドックに入れるかどうかは現在
調整中とのこと。会場内を移動する際
は、案内板やスタッフの誘導に留意し
てください。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。
　ホンダモーターサイクルジャパンの

ブースには、熊本製作所で作られた
新型の CRF250R やパーツ類が展
示されるとのこと。開発技術者もスタン
バイしてくれているとのことなので、質
問もOKとのこと。濃紺のテントが目標
の合志技研のブースでは、クリアファイ
ルやステカーのプレゼントも用意されて
いるそうです。
　旧車好きな方はマーシャルさんが
乗ってるバイクに注目。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
ターや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。
　仮にパドックにはアクセスできない
場合でも、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。転倒などアクシデントが多い
競技なので、ライダーは安全への配慮
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
　九州大会と言えばピンクリボン活
動とのコラボレーションも忘れてはな
りません。「コロナ禍でパンフレットも
配り難いし、大々的にブースを出す
のも気が引ける。でも地道に継続し
たい。」とこのプロジェクトを推進し
てきた Y さん。左にお知らせを入れ
させてもらったんですが、そのお礼に
とMXING のステッカーピンクリボン
バージョンを用意していただいちゃい
ました。欲しい方は○-○を見つけて
声をかけてね。オマケもありマス!?
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 !

往年の無限マシン登場
マーシャルバイクにも注目 !

シーズン終盤の展開は ? 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
第2戦 中国大会      11月 27～28日 広島県／世羅グリーンパーク弘楽園

 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

（延期）

（中止）

ランク首位に再浮上した渡辺。
王者山本の巻き返しはなるか!?

どこまで伸びる連勝記録 !?
内田がライバルを圧倒する 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。


