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第 56 回 MFJ-GP モトクロス大会

MFJ 全日本モトクロス選手権シリーズ第 9 戦

国内外トップライダーによる夢の共演！
2018 年 10 月 27 日・28 日に開催いたします第 56 回 MFJ-GP モトクロス大会に、海外モトクロスライダーの
参戦が発表となりました。今年はモトクロス世界選手権チャンピオンライダーの参戦や、AMA プロモトクロス選手
権に参戦中の日本人ライダーの出場も決まり、国内トップライダーと海外トップライダー、そして世界で活躍する
日本人ライダーがみせる夢の共演を、ぜひスポーツランド SUGO でお楽しみください。

【開催要項】
■大会名称

第 56 回 MFJ-GP モトクロス大会 MFJ 全日本モトクロス選手権シリーズ第 9 戦

■主

催

株式会社 菅生／一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）

■協

力

東北モーターサイクルスポーツ協会

■後

援

観光庁、スポーツ庁、（公財）宮城県観光連盟、（一社）日本二輪車普及安全協会、
村田町、河北新報社

■開催日程

2018 年 10 月 27 日(土) 公式予選 ／ 28 日(日) 決勝

■会

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

場

■大会格式

国際格式（FIM 公認）

■開催クラス IA1／IA2／IBOPEN／レディースクラス／J85／チャイルドクロス
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【Honda / IA1】
モトクロス世界選手権 2 冠の王者、ティム・ガイザーが 3 年ぶりの MFJ-GP 参戦！
モトクロス世界選手権の MXGP クラス、MX2 クラスでチャンピオ
ンに輝いたティム・ガイザー選手が Honda ワークスチームの
「Team HRC」より 3 年ぶりに MFJ-GP へ参戦。ガイザー選手は
2014 年に MX2 クラス初優勝を達成し、翌 2015 年には MX2 ク
ラスシリーズチャンピオンを獲得。同年の 10 月には SUGO で開
催された MFJ-GP モトクロス大会の IA2 クラスへ参戦し、ヒート
1 で優勝を飾りました。2016 年はモトクロス世界選手権の最高

Tim Gajser（ティム・ガイザー）
○国籍・・・スロベニア

峰クラスである MXGP クラスへステップアップし、36 レース中 15
勝を挙げる活躍で MXGP クラスチャンピオンに輝いています。

○プロフィール
2014 年・・・モトクロス世界選手権 MX2 クラスシリーズ 5 位
2015 年・・・モトクロス世界選手権 MX2 クラスシリーズチャンピオン/ 第 53 回 MFJ-GP モトクロス大会 総合 3 位
2016 年・・・モトクロス世界選手権 MXGP クラスシリーズチャンピオン
2017 年・・・モトクロス世界選手権 MXGP クラスシリーズ 5 位
2018 年・・・モトクロス世界選手権 MXGP クラスシリーズ 4 位

【Honda / IA1】
2 度の IA2 クラスチャンピオン富田 俊樹が MFJ-GP 参戦！
2016 年よりアメリカの AMA プロモトクロス選手権の最高峰クラ
ス、450MX クラスへの挑戦中の富田俊樹選手が「Team HRC」
より MFJ-GP に参戦します。富田選手は 2013 年・2015 年に全
日本モトクロス選手権 IA2 クラスでチャンピオンを獲得。AMA
プロモトクロス参戦 3 年目を迎えた 2018 年は、並み居る強豪
を相手に初のシングルフィニッシュを達成するなど躍進をみ

富田 俊樹（とみた としき）
○国籍・・・日本 （石川県出身）

せ、シリーズランキングでも 3 年間で最高となる 14 位でシーズ
ンを終えました。

○プロフィール
2013 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラスチャンピオン
2014 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラスシリーズ 2 位
2015 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラスチャンピオン
2016 年・・・AMA プロモトクロス選手権 450MX クラス参戦
2017 年・・・AMA プロモトクロス選手権 450MX クラス 28 位/モトクロス世界選手権第 17 戦アメリカ GP MXGP クラス 総合 20 位
2018 年・・・AMA プロモトクロス選手権 450MX クラスシリーズ 14 位/2018 モトクロスネイションズ日本代表
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【YAMAHA / IA1】
MXGP ライダー、ジェレミー・シーワーが MFJ-GP 初参戦！
2019 年より YAMAHA のモトクロス世界選手権ワークスチー
ム、「Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team」から
MXGP クラスに参戦が決まったジェレミー・シーワー選手が、
自身初となる MFJ-GP に挑みます。シーワー選手は 2014 年
からモトクロス世界選手権 MX2 クラスへデビューすると、
2016 年には MX2 クラスのシリーズランキング 2 位を獲得。
2017 年には MX2 クラスで 7 勝を挙げる活躍をみせ、2 年連

Jeremy Seewer（ジェレミー・シーワー）

続となるシリーズランキング 2 位を獲得しました。2018 年には

○国籍・・・スイス

最高峰クラスの MXGP クラスにステップアップし、MXGP クラ

○プロフィール

スルーキーながら安定した走りでシリーズランキング 8 位を

2014 年・・・モトクロス世界選手権 MX2 クラスシリーズ 10 位

獲得しています。

2015 年・・・モトクロス世界選手権 MX2 クラスシリーズ 5 位
2016 年・・・モトクロス世界選手権 MX2 クラスシリーズ 2 位
2017 年・・・モトクロス世界選手権 MX2 クラスシリーズ 2 位
2018 年・・・モトクロス世界選手権 MXGP クラスシリーズ 8 位

【YAMAHA / IA2】
2017 年 IA2 チャンピオンの渡辺 祐介が一年ぶりに地元 SUGO へ凱旋！
アメリカの AMA プロモトクロス選手権へ参戦した渡辺 祐介
選 手 が 、 所 属 チ ー ム の 「 3D Racing 」 よ り 一 年 ぶ り と な る
MFJ-GP 参戦を果たします。福島県相馬市出身の渡辺選手
はジュニア時代からスポーツランド SUGO を拠点にモトクロス
活動を行い、2013 年に全日本モトクロス選手権の IA2 クラス
にデビューし、ルーキーながら 3 勝をあげる活躍をみせま
す。その後は IA2 クラスを代表するライダーとして実力をつ

渡辺 祐介 （わたなべ ゆうすけ）

け、2017 年には念願の IA2 クラスチャンピオンに輝きました。

○国籍・・・日本 （福島県出身）

2018 年は活動の場をアメリカへ移し、AMA プロモトクロス選

○プロフィール

手権の 250MX クラスにて新たな挑戦をスタートさせました。

2013 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラス シリーズ 9 位
2014 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラス シリーズ 15 位
2015 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラス シリーズ 6 位
2016 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラス シリーズ 3 位
2017 年・・・全日本モトクロス選手権 IA2 クラス シリーズチャンピオン
2018 年・・・AMA プロモトクロス選手権 250MX クラス参戦

【取材・プレスリリースに関するお問合わせ先】
営業部企画広報課 担当：遠藤／sugo_press@sportsland-sugo.jp

