
全日本モトクロス選手権 第4戦 近畿大会 開催おめでとうございます。

　ここ名阪だけを観にきていた方に
とっては実に３年振りの全日本。もちろ
ん中には初めて来た方もいらっしゃる
と思います。モトクロスならではの横一
線スタート、全国そして世界から集まっ
たトップライダーたちのスピードとテク
ニック、ジャンプの迫力、随所で
繰り広げる抜きつ抜かれ
つのバトルをまずは
楽しんでくださ
いね。

最
初 は
モトクロ
スならで
はの迫力を 身 近
に感じてもら えればいい
と思うんです。 時代は E パワー
に大きく方向転換しようとしています
が、だったら尚のことエンジンの全開サ
ウンドを耳に焼き付けてください。
　そしてスタート。第２戦関東大会では
全日本で初めてメタルグリッドが使用さ
れましたが、スタートの良し悪しが結果
を大きく左右するモトクロス。ゲートイン
の順番は予選の成績順。基本イン側
が有利ですが、あまりインに集中すると
ラインが塞がれて、アウトからスルスル
抜け出す場合もあります。１コーナーを
トップで立ち上がることをホールショット
と言うんですが、それは針の穴を通す

くらい狭き門だから。スタートでトップに
立てばレースを有利に組み立てられま
す。それだけに１周目の混戦バトルは
熾烈です。応援するライダーは、アクシ
デントに遭わずに１周目をクリア出来る
でしょうか。
　次のポイントはマシンとゼッケンの色。

赤はホンダ、青が
ヤマハで黄色
がスズキ、カ
ワサキは緑。

でもよく
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ン

ジ の
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ハスクバーナが混
じっていたり、GASGAS

というメーカーはホンダと同じ赤
い外装だったりします。
　ゼッケンは白地が IA1、黒字が
IA2、青がIB…なんですが、レディー
スも白地だし、よく見たらIA1にもIA2
にも赤いゼッケンが混じってますよね。
これは前年度トップ 10 のライダーだけ
が付けることを許されるプレミアムカ
ラーなんです。ゼッケンの数字は去年
のランキング順なので、赤は強い、数
字の若いライダーはより速いと覚えてく
ださい。ちなみに今回、スポット参戦の
下田 丈選手には特別に赤字の #30
が与えられています。
　あれれ、IA1には０１、IA2には02
～010 のライダーがいますね。彼らは
今年 IA クラスに昇格したばかりの
ルーキーたち。新入生だと思ってくださ
い。みんな先輩の迫力に押されてドキ

ドキしています。スタートの前なんか正
に口から心臓が出ちゃうんじゃない
かってくらいになってるハズ。見かけた
ら落ち着いて頑張れよって励ましてあ
げてください。
　それで気になるライダーが見つかっ
たらプログラムをチェ～ック。全員を見
ようとすると誰がどこでどれがなにやら
分からなくなってしまうので、慣れるま
では誰か一人に的を絞って観戦する
と、スタートからチェッカーを受けるまで
レースの展開が良くわかると思います。
　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、大きな数字やルー
キーたち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。

　今シーズンからは一般観客のパドッ
ク入場制限がなくなりました。とはいえ
新型コロナはまだまだ油断できない状
況。全国から関係者が集まる大会だ
けに、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。会場の中からクラスターを発生さ
せない。今の努力が次戦以降に繋が
るよう、皆さまのご理解とご協力をお願
いします。引き続きソーシャルディスタン
スに留意しつつ、その上で出店ブース
での食事やお買い物など楽しんでい
ただければと思います。
　大声で応援出来ないなんてつまら
ないと思ってる方、それは正しい意見
です。ライダーだって応援があるから頑
張れるんです。応援はしましょう。でも
どうやって!?
　お手元のスマートフォンで右の QR
コードにアクセスしてみ
てください。上から国別
対抗戦の選手紹介と
セレモにニーの動画を
観ることが出来るハズ
です。場所はアメリカと
イタリア。ヨーロッパやア
メリカのファンはとにかく
鳴り物が大好き。パパパ～ってなって
るのはチアホーン。ガーガーうるさいの
はなんとチェーンソーです（笑）。日本
だったら太鼓とかメガホンを打ち鳴らし
たらライダーに頑張れの気持ちが伝わ
るし楽しそう。もちろん応援フラッグやタ
オルを振るのは基本中の基本です。
　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。
　土曜日は各クラスの練習走行、予
選、LMXとIB Open Heat1 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々
と続きます。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。
　日曜日にはモトクロスの黎明期１９
６０年代に活躍した往年の名ライダー
山本 隆さんとカワサキF21M のデモ
走行が行われる予定。またお昼休み
にはモトクロス・オブ・ネイションズ日
本代表チーム走行会が行われます。
　第１パドックの各社出店や展示
ブースも必見です。余裕があったら
コース東側の第２パドックにも足を運
んでください。
　コースレイアウトが大きく変わった今
大会、最適な観戦ポイントを探してく
ださいね。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
お手元のメディアに配
信する速 報サービス

「HYPER MXING 」ですが、今年は
LINE 公式アカウントを用意してみま
した。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。ぜひご登録ください。

編集後記
　締切の最中に大城選手怪我の情
報が届いて（鎖骨骨折で手術したと
のこと）MXoN 日本代表メンバーは
果たしてどうなるのか !?　現地最新
情報は HYPER MXING でお伝え
する予定です。ぜひご登録を!!
MXING & MC Square 木田 淑

ゼッケンの色と数字に注目
ゼロナンバーも応援してね !

感染対策しながらの観戦
マナーを守って楽しんで !

今シーズンは LINE でお届け
MX の表も裏もレポートします。
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　昨シーズン国内最高峰クラス 5 度
目のチャンピオンに輝くと同時に突如
引退した山本 鯨（ホンダ）と最後の最
後までタイトルを争った富田俊樹（#2
／ヤマハ）が新たな栄冠へと続く戦い
の道をリードする。
　開幕戦九州大会をパーフェクト優
勝で制した富田は、第 2 戦関東大会
では星野優位（#8 ／ヤマハ）の 2 年
ぶりヒート優勝と能塚智寛（#3 ／カワ
サキ）のヒート & 総合優勝。第３戦
SUGOでは大城魁之輔（#22 ／ホン
ダ）にヒート& 総合優勝を許したもの
のここまですでに４勝をマーク。ポイント
ランキングで 2 番手に付ける能塚との
差を着実に広げてきた。
　長い夏のインターバルを経て３年振
りに迎えた今大会。直前になって大
城怪我で欠場との情報が飛び込ん
できた。IA1 ルーキーながら一気に頭
角を現した期待の若手ライダーだけに、
戦列離脱となれば残念極まりないが、
一方で今大会にはアメリカで大活躍
中の下田 丈（#30 ／カワサキ）がス
ポット参戦。地元鈴鹿市の出身で、世
界トップレベルの実力と実績を手にし
たスターライダーの凱旋レースに大きな
注目が集まっている。敢えて乗り慣れ

た２５０ccクラスではなく、４５０ccで初
のレースに臨む下田。もちろん日本の
精鋭たちも、タイトル争いとは別に対抗
心を燃やしているに違いない。
　ランキング 4 番手の渡辺祐介（#4
／ヤマハ）、ベテラン小方 誠（#5 ／ホ
ンダ）や小島庸平（#6 ／ホンダ）。大
塚豪太（#7 ／ホンダ）や星野 裕

（#13 ／スズキ）らに加え、大城と共に
IA２クラスからステップアップしていき
なり活躍を見せると大倉由揮（#23
／ホンダ）、内田篤基（#25 ／カワサ
キ）にも注目。今大会限りのプレミアム
バトルをぜひ楽しんで欲しい。

　出場選手平均年齢が 20 代前半
と若手中心で争われる IA2 クラスは、
今季全日本にフル参戦するジェイ・
ウィルソン（#16 ／ヤマハ）が日本人
ライダーを圧倒。オーストラリア選手権
などのチャンピオン経験を持つ彼の走
りも間違いなく世界レベル。果たして
誰が連勝をストップさせるのか。打倒
ジェイを目標に、日本の若手や 250 の
スペシャリストたちがどこまでレベルアッ
プできるかも大きな見どころになりそう。
　開幕戦で総合２位に食い込みラン
キングも2 番手に付けるベテラン小川
孝平（#17 ／ヤマハ）。若手では開幕

戦総合 3 位の中島
漱也（#5／ヤマハ）、
地元の浅井亮太（#21 ／ヤマハ）や
鈴村英喜（#9 ／ホンダ）。西條悠人

（#7 ／カワサキ）や 17 歳の柳瀬大河
（#10 ／ホンダ）、16 歳のルーキー田
中淳也（#05 ／ヤマハ）など若手ライ
ダーの躍進にも期待したい。

2 年連続チャンピオンとして圧倒的
な強さを誇り、今シーズンの全日本で
唯一のエースゼッケンを掲げる川井麻
央（#1 ／ホンダ）。しかし前半戦は川
井のチームメイト小野彩葉（#4 ／ホン
ダ）が開幕から３連続トップフィニッシュ
と大ブレイク。前回 SUGO 大会は、
レース後の審議で１順位降格のペナ
ルティを受け２位となったが、土日２
ヒート制で行われる今大会、どんな走
りを見せてくれるか注目。

　もちろん川井もこのまま諦めるわけ
には行かない。前回の繰り上げ優勝
でランキング２番手まで上がってきた
本田七海（#2 ／ヤマハ）とこれを追う
久保まな（#3 ／ホンダ）、楠本菜月

（#5 ／ハスクバーナ）ら地元勢の活躍
にも期待が高まる。その後方では畑尾
樹璃（#27 ／ホンダ）も全日本復帰後
の初優勝を狙っているはずだ。
　チャンピオン経験者川井、本田、畑
尾の巻き返しはもちろん、瀬尾柚樹

（#19 ／スズキ）や川上真花（#12 ／
ヤマハ）や濱村いぶき（#9 ／ホンダ）
ら次世代ライダーたちの躍進にも期待
したい。
　今回併催される２ st１２５には懐か
しい名前も多数存在する。IB Open
クラスやジュニアやチャイルドクラスにも
ぜひ注目。公式プログラムでゼッケン
やマシンの色、出身地などをチェックし、
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。

世界トップの実力を身に付けた
下田vs,国内最高峰の精鋭たち

IA2は世界レベルの走りに
若手がどこまで迫れるか

ニューヒロイン小野の台頭
川井の巻き返しはなるか!?

第1戦 HSR九州大会   4月 9～10日 熊本県／HSR九州
第2戦 関東大会   5月 14～15日 埼玉県／オフロードヴィレッジ
第3戦 SUGO大会   7月 16～17日 宮城県／スポーツランドSUGO
第4戦 近畿大会   9月 10～11日 奈良県／名阪スポーツランド
第5戦 HSR九州大会   10月  8～9日 熊本県／HSR九州
第6戦 関東大会   10月 29～30日 埼玉県／オフロードヴィレッジ
第7戦 MFJ-GP   11月 12～13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 2022スケジュール

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。

D.I.D 全日本モトクロス選手権シリーズ 2022 第4戦近畿大会は、
9月10～11日に奈良県山辺郡山添村の名阪スポーツランドで開催
される。コロナ禍での開催見送りから３年振りに復活を遂げた今大
会には、アメリカで大活躍中の下田 丈が国内最高峰IA1クラスにス
ポット参戦。世界トップレベルの実力を身に付けた下田を国内の精
鋭たちが迎え撃つ。IA２クラスではJ.ウィルソンの連勝がどこまで
続くか。シーズン後半初戦となる熱き戦いのドラマを見逃すな!!

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+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！

Photo/K.KidaPhoto/K.Kida第3戦SUGO大会ヒート1、会心のスタートを決めてレースをリードしたIA1#2富田俊樹がシーズン４勝目をマークしてランキングトップをキープ。第3戦SUGO大会ヒート1、会心のスタートを決めてレースをリードしたIA1#2富田俊樹がシーズン４勝目をマークしてランキングトップをキープ。
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