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ボウ絶好調!! “フジガス”藤波の巻き返しに期待!! 
2000年にツインリンクもてぎで初開催されたウイ

ダー日本グランプリ。今年で８回目の大会となるが、

今年のトライアル世界選手権は、例年とは違った展開

となっている。 

その立役者となっているのが、今年からモンテッサ

HRCに移籍したアントニオ・ボウだ。第１戦スペイン、

第2戦グアテマラ（２日間）と開幕３連勝を達成して一躍

時の人となっている。だが、このボウは、2007年の

インドアトライアル世界選手権で初チャンピオンに輝い

ており、アウトドアでもその実力を遺憾なく発揮している

と言ったほうがいいだろう。 

そしてこの第２戦終了時点でランキング２位につけるのが、Ｖ２チャンピオン

のアダム・ラガで、ランキング３位に2004年の世界チャンピオン藤波貴久が

続く。藤波は開幕戦を体調不良で４位と出遅れてしまったが、第２戦グアテ

マラの１日目で２位、２日目３位と連続で表彰台をゲット。藤波は今年、「悪

くても表彰台」を目標に掲げており、開幕戦でこそ逸してしまったが、確実

に調子を上げてきている。ファンの声援をエネルギーに転換して闘う藤波

にとって、地元日本でのウイダー日本グランプリは、いつも以上のパワーを

発揮できる場でもあるのだ。 

 また、グアテマラを終了した時点でランキング４位につけるのが、2003年

まで７年連続で王者の座を守ったドギー・ランプキンだ。緻密なトライは、

トライアルの真骨頂でもあり、天候が荒れれば、その力はさらにパワーアップする。この３年、チャンピオンから遠ざかっているだけに、今年に

賭ける意気込みには並々ならぬものがあり、例年以上のスーパーテクニックを披露してくれるはずだ。 
 

特徴的な全１５セクションは、過去最高難易度の構成！！ 
ヨーロッパを中心にシリーズ戦が組まれるトライアル世界選手権。一つの街全体を活用し

てセクションを設けるのが一般的で、一つの施設を利用して大会が行なわれるウイダー日本

グランプリは世界的に注目を集めている。 

その会場となるツインリンクもてぎは、本格オーバルコースのスーパースピードウェイと、

ロードコースを併せ持つ近代設備が整ったサーキットだ。一方で、ハローウッズに代表される

ように、自然と共存するサーキットとしても有名だ。 

だからこそ実現したトライアル世界選手権だが、人工セクションの『スーパースピードウェイ

特設ゾーン』（第1&第15セクション）、森のなかにセクションがある『ダートトラックの森ゾーン』

（第2～7セクション）、ハローウッズの庭先を拝借した『ハローウッズの庭ゾーン』（第8～10

セクション）、目がくらむような断崖絶壁の『ハローウッズの岩盤ゾーン』（第11～12セクション）、

若葉萌える草むらに大岩が配された『５コーナーの草原ゾーン』（第13～14セクション）と見ど

ころたっぷりだ。 

気軽に美技を観たければ『スーパースピードウェイ特設ゾーン』。トライアルらしいシーンは

『ダートトラックの森ゾーン』で、ツインリンクもてぎの真骨頂は『ハローウッズの庭ゾーン』、そして迫力の『ハローウッズの岩盤ゾーン』、静か

にアツイ闘いが繰り広げられる『５コーナーの草原ゾーン』と変化に富むセクションが設置されており、それぞれの観戦スタイルに合わせて満喫

できるのがウイダー日本グランプリの特徴だ。一つのセクションに絞ってそれぞれのライダーのテクニックを観るもよし、お気に入りのライ

ダーを追いかけて各セクションを回るのもいいだろう。 

しかし、最大の見所は最終の第15セクションだ。流れる水と土により岩盤の状況が刻一刻と変化していき難易度は最高レベル。最後の最

後で大逆転が起こる可能性もあり、見逃せないセクションだ。 

 

２００７ 

6/２SAT.・３SUN. 

■大会名称：2007 FIM SPEA トライアル世界選手権シリーズ 第4戦 ウイダー日本グランプリ 

■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 ／ 栃木県 ／ 茂木町 

■大会特別協賛：森永製菓株式会社 

■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.）  

2007.5.19配信

ツインリンクもてぎ トライアル特設コース

2days 

アントニオ・ボウ 藤波 貴久 

アダム・ラガ 

ドギー・ランプキン

昨年のスーパースピードウェイ特設ゾーンをトライ

する藤波（※今年のセッション内容は異なります） 
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ウイダー日 本 グランプリはイベントも楽 しい！ 

●キッズバイクスクール● 

お子様と保護者の方が2人1組で参加できるバイクスクールを開催。1時間程度の

講習で、お子様にバイクに乗ることの楽しさを感じていただけます。 

■参加資格：自転車に乗れる小学校6年生以下の 

お子様と保護者1名 

■開催日時：6月3日（日）  

・第1回 09：30～10：30 ・第2回 10：30～11：30 

・第3回 13：00～14：00 ・第4回 14：00～15：00 

・第5回 15：00～16：00   

■場 所：コントロールタワー前ロードコース  

■参 加 料：無料 ※ただし保険料として￥300／人（当日会場にてお支払い） 

■定 員：1スクールあたり10組  

■車両協賛：本田技研工業株式会社 ヤマハ発動機株式会社  

●トライアル車両体験試乗会●

■開催日時： 

6月2日(土) ・第1回 13:00～14:30 ・第2回 14:45～16:15 

6月3日(日) ・第1回 10:00～11:30 ・第2回 12:30～14:00 

・第3回 14:15～15:45 

■場 所：コントロールタワー前ロードコース  

■概 要：参加料：無料 

※保険料別途必要になります。 

※車両破損時ご負担いただく場合があります。 

■定 員：1回10台  

■車 両：トライアル車両またはオフロード車両  

●トライアルクラフト教室●

■開催日時：6月2日（土） 

6月3日（日） 

■場 所：ファンファンラボ 

■料 金：２００モビ 

●Hondaトライアルサウンド● 

往年の名選手、名マシンがHonda Collection Hallの中庭に作られた特設コース

をトライ。間近で見られるその姿は迫力満点だ！ 

■開催日時：6月3日（日） ・第1回12:00ごろ～ 

・第2回15:00～ 

（各回約20分程度）  

■場 所：Honda Collection Hall 中庭ミニコース  

■料 金：無料  

■参加選手：山本弘之、他数名 

■参加マシン：RS250T（W）（1983年、山本昌也優勝マシン） 

RTL250S（1987年）、他  

～往年のトライアルマシンがよみがえる～ 

●森のクラフト教室●

キャストの指導、お手伝いの元、木の枝や実を使って、レーシング

マシンを作ります。かっこいいマシンを自分の手で作れるかな？

ぜひトライしてみよう！ 

■開催日時：6月2日（土） 

6月3日（日） 

営業時間内 

■場 所：ハローウッズ 

■料 金：￥500 
●近藤博志・小林直樹トークショー● 

74・77・78・79年の全日本トライアルチャンピオン近藤博志氏と、84年、北海道

トライアル選手権チャンピオン獲得後、数々の輝かしい成績を残してきた小林

直樹氏が、マシン、テクニック等過去と現在を比較しながら 

現在のトライアルの楽しみ方を伝えます。これを聞けば3日 

(日)の観戦が面白くなること間違いない！ 

 

■開催日時：6月2日（土）17:00～ 

■場 所：Honda Collection Hall  

■料 金：無料  

●2007MFJトライアルアカデミー開校式●

本年6月から開校する『MFJトライアルアカデミー』の開校式を開

催。多くの観客の皆様にも参加して頂きます。 

■開催日時：6月3日（日）１２：００～ 

■場 所：ロードコースＭＦＪテント 

■料 金：無料 

■参 加 者：成田匠校長 

★フジガス勝つカレー 第５弾 テーマ：「○」（クリーン） 
トライアルは原点ゼロの「クリーン」が最高得点となる。選手はこの「クリーン」を目指し、各セッションを戦っている。

“フジガス”藤波選手もクリーンを目指し、毎回必ず食べる勝つカレー。それがフジガス勝つカレーだ！ 

■開催日時：6月2日（土）/6月3日（日）営業時間内 

■場所：パドックカフェ「JAY」 

■料金：￥950 

※各日250食の限定販売です。ご好評につき、売り切れとなる場合がございます。ご了承ください。 

※イベント、お食事の内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。 

●親子で楽しもう！ ウイダーinゼリー ウォークラリー● 

■開催日時：6月2日（土）/6月3日（日） 9:00～16:30 

■場 所：トライアル会場内 

※５ヶ所のステーションに設けられたチェックポイントを回ってい

ただきます。 

※カードはエネルギーステーションにて回収いたします。 

ウォークラリーに参加してウィダーinゼリーをゲット！入場時に皆さんにお配りするウォークラリーカードを持って、トライアル会場内５ヶ所

に設けられたステーションのチェックポイントを回ろう！みごと５ヶ所のチェックポイントをクリアした人には、先着で各日1000名に「ウイダー

inゼリー」をプレゼント。そして、ここでしか手に入らないスペシャルグッズ「特別賞」も抽選で当たる。 

①スーパースピードウェイ特設ゾーン：「ウイダー エネルギー ステーション」 

②ダートトラックの森ゾーン  ：「ウイダー プロテイン ステーション」 

③ハローウッズの庭ゾーン   ：「ウイダー マルチビタミン ステーション」 

④ハローウッズの岩盤ゾーン  ：「ウイダー マルチミネラル ステーション」 

⑤５コーナーの草原ゾーン   ：「ウイダー ファイバー ステーション」 

近藤博志氏 
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チケット好評発売中！ 

前売観戦券（税込） 

２日間有効 
大人 子ども ファミリー（※１） 

4,000円 700円 9,000円 
※料金区分 大人＝高校生以上  子ども＝３歳～中学生 

※１：ファミリーチケットはお車一台分の駐車料金及び、大人２名、中学生

以下は残りの乗車定員人数まで有効なお得なチケットです。 

●対象となる車両：普通車 

（大型バス、マイクロバス、キャンピングカー、徒歩、自転車での入場

は対象外となります。） 
 

 

当日観戦券（税込） 

 大人 子ども 

６月２日（土） 5,000円 700円 
６月３日（日） 5,000円 700円 

※料金区分 大人＝高校生以上  子ども＝３歳～中学生 
 

前売駐車券（税込） 

２日間有効 
４輪・バス ２輪 

1,000円 無料★ 
★前売観戦券をお持ちの方は、２輪の駐車料は無料となります。 

 

当日駐車券（税込） 

 ４輪・バス ２輪 

６月２日（土） 2,000円 500円 
６月３日（日） 2,000円 500円 

 

チケットのお求めは 
■ツインリンクもてぎチケットセンター（窓口＆電話） 0285-64-0080 

6月1日（金）まで（営業時間：9:30～17:30） ※お電話での受付は5月27日(日)までとなります。

■ツインリンクもてぎオンラインショップ http://www.twinring.jp/onlineshop/  
5月28日（月）9:00まで 24時間受付

 

●チケットぴあ ●CNプレイガイド ●ローソンチケット ●ｅ+（イープラス） 

●ホンダウェルカムプラザ青山 ●ショッピングセンターもぴあ ●道の駅もてぎ もてぎプラザ 

●鈴鹿サーキットチケットセンター ●HOT SPAR茂木ましい店 ●クロスリンク ●関彰商事 

●ファミリーマート ●セブンイレブン ●ローソン ●サークルK ●サンクス ●am/pm 

●セーブオン 

※下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。 

[am/pm、セーブオン] 

■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
なお、詳細はホームページ（http://www.mobilityland.co.jp/ticket/）をご覧ください。 

チケットぴあ、および提携コンビニエンスストア 
■Ｐコード 観戦券・ファミリー：６８０－４９７

駐  車  券  ：６８０－４９８

ローソンチケット、およびローソン 

■Ｌコード ３００４４ 


