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常識を超えたバイクの動きに驚きの連続 

それがトライアル世界選手権だ!! 
 

東日本大震災の影響により、開催が順延された2011 SPEA FIM

トライアル世界選手権シリーズ第7戦 日本グランプリが、いよいよ

8月20日（土）《Day1》、21日（日）《Day2》にツインリンクもてぎで行

われる。 

このトライアルという競技は、タイムを競うモータースポーツの

中にあって、テクニックを競うものとして知られており、片足を地面

につく、転倒するなどで減点が加算されていくという減点法が用い

られ、最終的に減点が最も少な

かったライダーが優勝となる。 

ライダーが直面する『セクション』と呼ばれるコースは、まさにトリッキー。自らの

身長以上の高さにまで垂直に切り立った崖、歩くだけでも転んでしまいそうな

滑りやすい岩の上などを、まるで吸い付いているかのようにバイクが駆け

抜けて行く。そして圧巻は、ルートが途切れた時に繰り出されるジャンプという

エアアクションだ。しかも、そうした世界最高のテクニックが、観客の目前で

繰り広げられるため、その興奮はトライアルでしか味わえない。 

このトライアル世界選手権日本グランプリは、Day1、Day2の2日間にわたり

テクニックが競われる。いずれも独立した大会となっていることから、両日で

優勝者が誕生する。子ども連れのファミリー、カップル、女性同士のグループ

でも、気軽に世界の妙技を間近に体感できるのがトライアル世界選手権日本

グランプリの大きな特徴であり、Day1では、好きなライダーのトライを追いかけ、

Day2では、お気に入りの観戦場所で各ライダーのテクニックの違いを観ると

いうのも、オススメの観戦方法のひとつだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はすべてイメージです 

8/20SAT.・21SUN. 
会場：ツインリンクもてぎ トライアル特設コース

2days ２０１１ ＳＰＥＡ ＦＩＭトライアル世界選手権シリーズ 第７戦

日本グランプリ

2011年6月9日

株式会社モビリティランド

ツインリンクもてぎ
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日本を代表する世界の“フジガス”こと藤波貴久 
 

このトライアル世界選手権にフル参戦している日本人ライダーが、

フジガスのニックネームで親しまれる藤波貴久だ。藤波の『フジ』と、

スペイン語で全開を意味する『gas＝ガス』を組み合わせたものだが、

そのニックネーム通り、常に全身からオーラを発しながらのトライは、

世界中のトライアルファンを魅了する。 

藤波は、2004年に、日本人として初めてトライアル世界選手権の

チャンピオンに輝いた実力の持ち主。ここ数年は、ケガや、新鋭

トニー・ボウの台頭により苦戦を強いられているが、日本グランプリで

藤波が活躍できるかどうかはファンにかかっていると言っても過言で

はない。なぜなら、声援が直接ライダーに届くのがトライアルであり、

その声援で、ライダーは波に乗るからだ。 

今年の中心ライダーは、トライアル世界選手権4連覇中のトニー・

ボウをはじめ、2005年・2006年チャンピオンのアダム・ラガ、2004年

チャンピオンの藤波貴久に加え、アルベルト・カベスタニー、ジェロニ・

ファハルドも好調だ。 

開催順延により、全8戦中の第7戦となった日本グランプリ。今年の

もてぎは世界チャンピオン決定のステージになるかもしれない。 

 

 

藤波貴久 

アダム・ラガ トニー・ボウ 

■大会名称 ： 2011 SPEA FIM トライアル世界選手権シリーズ 第7戦 日本グランプリ 

■主 催 ： 財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ） ／ 株式会社モビリティランド  

■公 認 ： 国際モーターサイクリズム連盟（FIM） 

■後 援 ： 文部科学省 ／ 茂木町 

■協 力 ： 財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会関東支部 ／ 

  エムオースポーツクラブ（M.O.S.C.）  
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難攻不落のセクション 
トライアル世界選手権は、15のセクションを1日2周で争われる。そしてツインリンクもてぎでのトライアル世界

選手権日本グランプリでは、全体をA・B・C・Dの4つのゾーンに大別し、そのゾーンの中に各セクションが作られ

ている。 

そして今年は、セクション順路がこれまでとは逆回りになり、OUTゲートとINゲートも逆になるセクションも登場

するため、新たなドラマが誕生する可能性が高い。また、2～3と12～13セクションは、ハローウッズの里山を中心に、

自然と融合した新セクションとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aゾーンは『中央エントランス』で、1～3セク

ションと、15セクションが設置されていること

から、スタートとゴールの瞬間を観ることが

できる。また、人工セクションとなっているこ

とから、トライアルで必要となる基本的なテク

ニックから、ハイテクニックまでが駆使される

場所でもあり、観戦ビギナーからコアファン

までが楽しめるものとなっている。なお、2～

3セクションは今年新設されるもので、土が

柔らかく、里山攻略の手慣らしとなるセクショ

ンだ。 

Bゾーンは『ハローウッズの岩盤』で、

4～6セクションが設置。ここは、ツイン

リンクもてぎでのトライアル世界選手

権を代表する場所で、初めて観戦す

るファンは、間違いなく「こんなところを

登っていけるの?」と思うはずだ。 

Cゾーンは『ハローウッズの沢』。少々林の

中に分け入って行く場所で、7～9セクション

が設置。泥と滑りやすい岩が、ライダーの

行く手を阻むが、ここで見せる細かいマシ

ンコントロールは必見。自然との融合感も

楽しめるセクションで、コアファンにとっても

見応えのあるセクションが続く。 

Dゾーンは『ハローウッズの庭』で、10～14

セクションがある。ハローウッズクラブハウ

ス前庭に陣取れば、多くのトライを観ること

ができると人気急上昇ポイントだ。さらに今

年は、12～13セクションでは、ライダーを見

下ろす形で観戦できるようになり、自分に

向かって駆け上ってくる迫力のシーンを満

喫できる。 

Ａゾーン 

Ｂゾーン 

Ｃゾーン 

Ｄゾーン 
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「バットの元気もりもり夏休み」を開催！ 

期間：7月2日（土）～8月31日（水） 
 

トライアル世界選手権開催日は「バットの元気もりもり夏休み」イベント期間まっただ中！夏の生きものや植物

たちで一層にぎやかになるハローウッズでは、アトラクションアイテム満載の「冒険の森」が登場！ 

また、バットひきいる陽気な山賊団が、みんなをびしょぬれにしちゃう「バットのびしょぬれフェスタ」の開催や、

元気もりもりメニュー「バットのジャンボひまわりハンバーグプレート」の登場など、家族が元気になる、みんなが

笑顔になるイベントが盛りだくさん。中でも「チララちゃんのひまわりのひみつ！ラリー」はトライアル世界選手権

バージョンとして豪華内容で開催いたします。 

 

期間中、何度もツインリンクもてぎを満喫できて、レース、花火まで楽しめる 

「元気もりもりフリーパス」販売中！ 
 

※「元気もりもりフリーパス」の詳細は5ページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

イベント情報！ 

楽しいイベント、続々登場！ 
 

■レジャーシートゾーンが登場！ 
ファミリー向け観戦をしやすくする為に、レジャーシートを敷いて、座っての観戦が可能な「レジャーシート

ゾーン」を設ける予定です。 

 

■ウォークラリーがさらにパワーアップ！ 
大好評のウォークラリーが「チララちゃんのひまわりのひみつ！ラリー」と合体してパワーアップ！ 

子どもから大人まで楽しめる内容で開催します。 

 

■モビパークのライダーに挑戦を今年も開催！ 
モビパークで人気の「アクロエックス」や「レーシングカート」に、トライアルライダーが挑戦。その記録に

挑んでいただけます。スペシャルライセンスやグッズをゲットしよう！ 

 

■ハローウッズ「森のナイトウォーク」を開催！ 
自然がいっぱいのハローウッズを会場に、ナイトウォークを開催いたします。昼間は見られない森の姿が

見られる、またとないチャンスです。 

 

その他、ライダーサイン会、トライアルナイトなど、魅力的なイベント続々登場予定！
※各イベントの詳細、および追加イベントは内容が決まり次第、ツインリンクもてぎホームページで 
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バットの元気もりもり夏休みイベント期間中[7月2日（土）～8月31日（水）]のご入場に加え、もてぎ2&4レース[8月6日

（土）・7日（日）]のご観戦、花火の祭典[8月14日（日）]のご観覧、トライアル世界選手権[8月20日（土）～21日（日）]の

ご観戦がセットになって、乗用車の乗車定員までご利用できる「元気もりもりフリーパス（グループ券）」が、なんと

10,000円！ 例えば8人乗りミニバンで、2家族（大人4人＋子ども4人）でご来場いただいた場合、総額56,400円（平日

1日ご来場として計算）に比べ46,400円もお得になります。また、もてぎ2&4レース＋花火の祭典、および花火の祭典＋

トライアル世界選手権のセット券も販売。是非元気もりもりチケットで、ツインリンクもてぎの夏をご満喫ください。 
 

■元気もりもりフリーパス 
セット内容：夏休み＋もてぎ２＆４レース＋花火の祭典＋トライアル世界選手権 

グループ券 大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生） 

１０，０００円 ５，０００円 １，０００円 
 

※7月3日（日）の全日本ロードレースを観戦の際は、別途観戦券が必要となります。あらかじめご了承ください。 
 

■元気もりもりセット券 
セット内容 グループ券 大人(高校生以上） 子ども(３歳～中学生）

もてぎ2&4レース＋花火の祭典 ８，０００円 ４，５００円 ８００円 

花火の祭典＋トライアル世界選手権 ８，０００円 ４，５００円 ８００円 
 

 

【フリーパス、セット券共通のご案内】 
※グループ券は、普通乗用車1台、乗車定員人数までの入場（観戦・観覧）・駐車料金が含まれます。 

※グループ券の対象外となる車両、ケース： 

マイクロバス、大型バス、路線バス・タクシーに乗車してのご入場ならびに徒歩でのご入場。 

※大人券は、駐車料金が含まれません。お車でご来場の場合、別途駐車券のご購入が必要です。 

※2.5m×5mのエリア区画内におさまるキャンピングカーはご利用いただけます。上記サイズにおさまらないサイズの車両に

ついては2台分の駐車料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

購入者来場特典 

◆フリーパスおよびもてぎ2&4レース＋花火の祭典セット券： 

8月6日（土）･7日（日）もてぎ2&4レースご来場時に、花火の祭典[8月14日（日）開催]でご利用可能な指定席

券（B席券）をプレゼント！ 

◆フリーパスおよび花火の祭典＋トライアル世界選手権セット券： 

8月20日（土）･21日（日）トライアル世界選手権ご来場時に冬花火招待券をプレゼント。 
※中央エントランスチケットセンターにてプレゼントの受け渡しを行います。チケットを持ってお越しください。 

 

【フリーパス、セット券共通特典】 

・モビパーク“のりものモビパス10”が次回来場時にも使える！ 

・ハローウッズ来場時、次回以降使える森の空中回廊「クラーネ」無料券をプレゼント！  

・「ピット工房」次回ご利用半額券プレゼント！ 

・ホテルツインリンクに専用休憩スペースをご用意！ 

・ホテルレストラン“グリーンベイ”ご利用時に次回ご来場時に有効の“ドリンク無料券”をプレゼント！ 

・対象店舗にてお買い物をすると、次回ご来場時にご利用いただける“お買い物20％割引券”をプレゼント！ 
 

※各特典の詳細はツインリンクもてぎホームページをご覧ください。 

前売観戦券＜ファミリー＞＜グループ割＞よりもお得！ 

元気もりもりチケットで、ツインリンクもてぎの夏を満喫しよう！ 

［価格はすべて税込］

3月28日（月）以前にお買い求めいただいたチケットお持ちのお客様で、「元気もりもりフリーパス」「元気もりもり

セット券」への交換をご希望のお客様はツインリンクもてぎチケットセンターまでお問い合わせください。 

お得な前売りチケット 好評発売中！ 
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■プレミアム観戦パック（2日間有効） 

大好評のプレミアム観戦チケットが２０１１年も登場！ 

プレミアム観戦パック 
（3歳以上共通） 

１４，０００円 

【特典】 
・2日間の観戦券 ・VIPスイートへの入場 ・指定駐車券（P7） 

・プレミアム観戦パック限定 特別記念品 

・スタート進行、ライダー紹介、表彰式を行う特設エリア最前列への入場 

・特別に選定した人気セクション（5セクション）の最前列特設観戦エリアへの入場 
 

※限定100枚 
 

■快適観戦パック（2日間有効） 

人気セクション最前列での観戦や、ＶＩＰスイートルームでゆったりと休憩ができるなどうれしい特典付き！ 

親子おそろいでスペシャルなレース観戦をお楽しみいただけます。 

大人 
（高校生以上） 

子ども 
（３歳～中学生） 

８，０００円 ２，５００円 

【特典】 
・2日間の観戦券 ・VIPスイートへの入場 ・指定駐車券（P8）※大人のみ 

・特別に選定した人気セクション（3セクション）の最前列特設観戦エリアへの入場 
 

※限定50枚 
 

■前売観戦券（2日間有効） 
大人 

（高校生以上） 

子ども 
（３歳～中学生） 

ファミリー 

４，０００円 ５００円 ９，０００円 
※ファミリーチケットはお車1台分の駐車料金および、大人2名様と、お子様は残りの乗車定員人数までご入場が可能お得なチケットです。 
 

■学割（2日間有効） 

高校生以上の学生に学割チケットをご用意いたしました！ 

学割 
（大人・50%引き） 

２，０００円 
※学割をご利用の際は、レース当日の入場ゲートにて学生証のご提示が必要です。学生証をお忘れの際は2,000円の追加料金

が発生いたしまのでご注意ください。 
 

■グループ割（2日間有効） 

みんなで観戦するとお得なグループ割をご用意いたしました！ 

グループ割３ 

（大人3名・10%引き） 

グループ割４ 

（大人4名･15%引き） 

１０，８００円 １３，６００円 
 

 

 

※写真はイメージです 

ファミリーチケット・グループ割りよりさらにおトクな「元気もりもりフリーパス」「元気もりもりセット券」を販売して

おります。そちらもあわせてご検討ください。 

※詳細は5ページをご覧ください。 

［価格はすべて税込］
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■前売駐車券（2日間有効） 
４輪・バス ２輪 

１，０００円 前売観戦券の提示で２輪駐車料は無料となります 

 

■セブンイレブン限定！特典付き観戦券（2日間有効） 
大人（高校生以上） ファミリー グループ割３ グループ割４ 

４，０００円 ９，０００円 １０，８００円 １３，６００円 
【特典１】観戦グッズプレゼント！ ※ファミリーチケットには2個のお渡しとなります。 

【特典２】抽選で「2011 トライアル世界選手権」で使用したマーカーをプレゼント 

※抽選はお一人様一回限りとなります。 

※マーカーのお渡しは日曜日、表彰式終了後のお渡しとなります。 
 

■当日券 
当日観戦券 当日駐車券 

 大人（高校生以上） 子ども（３歳～中学生）  ４輪・バス ２輪 

8月20日（土） ５，０００円 ５００円 8月20日（土） ２，０００円 ５００円 
8月21日（日） ５，０００円 ５００円 8月21日（日） ２，０００円 ５００円 

 

 

 

チケットのお求めは 券種によってお取り扱いのない窓口もございます

■ツインリンクもてぎチケットセンター 窓口販売 6月11日（土）～8月19日（金） 

（営業時間：7月15日（金）まで･･･平日9：30～17：00、土日祝9：30～17：30   7月16日（土）～8月19日（金）･･･平日9：30～17：30、土日祝9：30～18：00）

※6月13日（月）～6月16日（木）は施設点検のため休業いたします。 

■ツインリンクもてぎチケットセンター 電話販売 
0285-64-0080 

6月11日（土）～8月14日（日） 

（営業時間：7月15日（金）まで･･･平日9：30～17：00、土日祝9：30～17：30   7月16日（土）～8月19日（金）･･･平日9：30～17：30、土日祝9：30～18：00）

※6月13日（月）～6月16日（木）は施設点検のため休業いたします。 

■ＭＯＢＩＬＩＴＹ ＳＴＡＴＩＯＮ （オンラインショップ）
ＰＣ      http://mls.mobilityland.co.jp 

モバイル http://mls.mobilityland.co.jp/mobile 
6月11日（土）～8月14日（日）（24時間受付） 

 

プレイガイド・コンビニエンスストア・各店舗 （８月１９日まで販売） 
 

●チケットぴあ ●ローソンチケット ●e+ ●CNプレイガイド ●Hondaウエルカムプラザ青山 
●道の駅もてぎ（栃木県茂木町） ●STEP-１（栃木県茂木町） ●かましん もぴあ店（栃木県茂木町） ●道の駅はが（栃木県芳賀町）
●鈴鹿サーキットレースチケットセンター ●三菱UFJニコスカードチケットサービス（三菱UFJニコスカード会員専用） 
●セブンイレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●サークルＫ ●サンクス ●am/pm 
※上記のコンビニエンスストアでは一部取り扱いのない店舗がございます。 

 

■チケットに関するお問い合わせは．．．ツインリンクもてぎチケットセンター 0285-64-0080 

 
 

［価格はすべて税込］


