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●表紙説明●

　９月２３日、「ツインリンクもてぎ」（栃木県）で行なわれた
「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」第１５戦・日本グランプリ
「ＭｏｔｏＧＰクラス」の決勝レースのひとコマです。
　カワサキレーシングチームからは写真のランディ・ドゥ・プニエ
選手（ゼッケン１４）のほか、アンソニー・ウエスト選手（同１３）、
柳川明選手（同８７、スポット参戦）が出場。ドゥ・プニエ選手が
２位で表彰台に上り、ウエスト選手が７位、柳川選手も完走し
ました。
　このレースについての詳細は「最前線カメラルポ」をご覧く
ださい。

イラストぎじゅつ入門－◯

「ＢＫ１１７型ヘリコプター」は
なぜ、ドクターヘリとして
高く評価されているのか
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カワサキ、
実力発揮の2位！

せん もう

　カワサキが実力発揮！
　９月２３日に行なわれた世界最高峰のモーター
サイクルレース、「ＭｏｔｏＧＰ※世界選手権シリー
ズ」第１５戦・日本グランプリ（栃木県・ツインリ
ンクもてぎ）の「ＭｏｔｏＧＰクラス」決勝で、カ
ワサキレーシングチームのランディ・ドゥ・プニ
エ選手（仏）がカワサキのレース専用マシン
「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ」を駆って２位でゴール。アン
ソニー・ウエスト選手（豪）も７位に入った。

　“世界最速”の２輪車ロードレースである
ＭｏｔｏＧＰクラスは、今年から最大排気量が４ス
トローク９９０ｃｃから同８００ｃｃへとレギュレーショ
ン（規則）が変更された。つまり、出場する全マ
シンがフルモデルチェンジされての戦いである。
　カワサキは今回の規則変更を機に、直営の
レース運営会社Ｋａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｓ Ｒａｃｉｎｇ  
Ｂ．Ｖ．（ＫＭＲ：オランダ）を設立するとともに、直
属のカワサキレーシングチームを結成。規則

変更に対応した最新鋭マシン「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ」
を開発してシリーズを戦ってきた。
　そして１５戦目。カワサキの応援席で無数の
ライムグリーン（カワサキのレースカラー）の
応援旗がうち振られる中、ドゥ・プニエ選手が歓
喜の表彰台に上ったのである。
※正式には「ＦＩＭロードレース世界選手権ＭｏｔｏＧＰクラス」。現在のＭｏｔｏＧＰ
は、最小排気量の１２５ｃｃクラス、ミドルクラスの２５０ｃｃクラス、そして最高峰
ＭｏｔｏＧＰクラスの３クラスに分けられており、今年は３月１０日のカタールＧＰ（カ
タール）を開幕戦に、１１月４日のバレンシアＧＰ（スペイン）まで全１８戦が展
開される。
ＦＩＭ：国際モーターサイクリズム連盟

「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリー ズ」第１５戦・日本グランプリ「ＭｏｔｏＧＰクラス」で、
ランディ・ドゥ・プニエ選手が堂 々2位の表彰台
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快調に走るドゥ・プニエ選手。１６周目で浮上した２位の位
置をがっちりキープしてゴールした。
ウエスト選手は、ジャンプスタートによるペナルティの影響
を盛り返して７位に入った。
「ツインリンクもてぎ」のストレートを猛スピードで疾走するドゥ・
プニエ選手。
スポット参戦の柳川明選手も見事に完走した。
カワサキ２位！に盛り上がるカワサキ応援団。ライムグリー
ン（カワサキのレースカラー）の応援旗が止むことなくうち
振られた。
２４周を走り終えてレース結果が表示されたポジションボード。
歓喜の表彰式。左端が２位のドゥ・プニエ選手。
決勝前日のカワサキレーシングチーム・ライダートークショー。
入念なマシン点検が行なわれた決勝前日（公式予選日）
のピット風景。

　９月２３日（日）、午後２時。
　「ＭｏｔｏＧＰクラス」の決勝レース（１周
４，８０１ｍコースを２４周）は、ぱらつく雨の
中で始まった。雨は小降りだが、朝から
の強い雨でウエット宣言が出され、レー
ス中にマシンを乗り換えることが可能に
なった。各ライダーはウエット路面用のタ
イヤでスタートしたが、ピットではスリックタ
イヤ（ドライ路面用のタイヤ）を装備した
マシンが準備された。
　“雨に強い”といわれるウエスト選手
（ゼッケン１３）が、２周目に首位に躍り出る。
ポジションボードのトップに「１３」が表示さ
れ、カワサキ応援席がどっと沸く。３周目も
首位をキープ。しかし、この時、ウエスト選
手がジャンプスタート（フライングスタート）と
ビデオ判定されてピットスルー（ピットを通
り過ぎる）のペナルティが課せられ、１４番
手へ後退。また、今回５年振りにＭｏｔｏＧＰ
にスポット参戦した柳川明選手は、スタート
直後にリアブレーキにトラブルが発生し、
緊急ピットインで大きく順位を落とした。

　ウエットコースのため、ペースが上がら
ない。
　ちなみに快晴の前日、最高気温３４℃
という厳しい暑さのもとで行なわれた
公式予選（１周のタイムを競う）では、
トップの記録は１分４５秒８６４（最高時速
２８８．５ｋｍ）。ランディ・ドゥ・プニエ選手は
１分４６秒６４３（同２８６．９ｋｍ）で４番手、
アンソニー・ウエスト選手は１分４６秒９１２
（同２８２．６ｋｍ）で６番手。両選手とも
２列目からのスタートだった。

　「今年からＭｏｔｏＧＰクラスの規則が
変更されたのは、今までの４ストローク
９９０ｃｃでは最高時速が３３０ｋｍを超える
こともあり、ライダーの安全が考慮された
ためです」（川崎重工汎用機カンパニー
技術本部モトＧＰ部  松田義基上級専
門職）
　しかし、モーターサイクルレースは、いう
までもなくスピードを争うレースである。
４ストローク８００ｃｃに変更されて、マシン

開発はハイテク化による総合性能競争
がますます進むことになったという。
　「カワサキは２００５年２月から新規則
対応マシンの開発に取り組み、テーマは
高回転・高出力。そして、ライダーの手や
足、尻といった操作系にいかにフィットさ
せるか。コーナーでのマシンの旋回性を
最大限に発揮できるマシン性能とライダー
の感性とのバランスです。最高速度の
低減によるラップタイムの低下分をコーナ
リング性能を高めて補おうと考えました」
（松田上級専門職）
　４ストローク８００ｃｃに変更されても、路
面コンディションなどによっては時速３２０
ｋｍを記録したこともあるという。また今
回の「もてぎ」でも上位入賞者の「平均」
走行速度が時速１４０ｋｍを超えている。
まさに想像を絶するスピードの世界である。

　４周目、５周目と目まぐるしく首位が入
れ替わる。雨は完全に上がり、曇天なが
ら路面が乾き始めた。ピットインしてドライ

セッティングのマシンに乗り換える選手が
増えてくる。ドゥ・プニエ選手もマシンをチェ
ンジ。
　９周目を終わって、ドゥ・プニエ選手（ゼッ
ケン１４）が７位、ウエスト選手が１１位に
上がる。

　「ＭｏｔｏＧＰのマシンは、レースのため
にのみ開発したマシンで、ベース車両は
ありません。メーカーの技術力のすべて
を注ぎ込んだ、究極のパフォーマンスマ
シンで、それだけに、その開発競争には
メーカーの威信がかかっているのです」
（松田上級専門職）

　９周目から１４周目まで、ドゥ・プニエ選
手は７位をキープ。ウエスト選手は順位が
小刻みに変わり、ポジションボードの「１３」
の位置が、１１、１０、１１、１２と変動する。

　「今年のマシンも新技術を駆使してい
ますが、そのひとつが、従来の金属バネ
に代えて、エンジンのガス交換弁を高圧
縮空気を利用して作動させるタイプへ
の変更です。エンジンの回転が毎分
２万回近くになるので、従来の金属バネ

では対応できません。これにより、駆動力
が上がり、トップスピードが上がります。今
年のマシンは自信作です」（松田上級
専門職）

　１５周目に５位に上がったドゥ・プニエ
選手は１６周目で２位に浮上。カワサキ
応援席にどよめきがあがる。ウエスト選
手は１０位。以後、ドゥ・プニエ選手は着
実な走りで２位を堅持していく。ウエスト
選手は９位、そして７位へ、じわりじわりと
順位を上げていく。

　「世界を転戦しながらレース後に技術
検討を行ない、当初の開発計画に新し
い課題への検討を加えながら、順次改
良を重ねて新しいマシンの仕様に変え
ていきます。今回の「もてぎ」のマシンは、
開幕戦からするとエンジンを４回変更し
ています。ＭｏｔｏＧＰのマシンは、一戦ご
とに進化しており、開幕戦と最終戦とで
は大幅なマシン性能の向上がなされて
います」（川崎重工汎用機カンパニー技
術本部モトＧＰ部  前田清明部長）

　２１周目でドゥ・プニエ選手２位、ウエス
ト選手７位と付けたカワサキはそのままの
順位で、ドゥ・プニエ選手が最終コーナー
を立ち上がった直後から前輪を高 と々
上げながらゴールのチェッカーフラッグ。
タイムはドゥ・プニエ選手が４７分１６秒３３７
（１位と１０秒 ８５３差）、ウエスト選手が
４７分５５秒４８６だった。柳川選手は序
盤のタイムロスがたたり入賞こそ逃した
ものの、レースに復帰後はトップグループ
のライダーと同等のタイムを刻む実力を
観客に披露し、見事に完走した。
　歓喜するドゥ・プニエ選手。カワサキ
応援席も大興奮。ライムグリーンの応援
旗が止むことなくうち振られた。
　ドゥ・プニエ選手は、表彰式恒例のシャ
ンパンファイトで喜びを爆発させた後、こ
う語った。
　「とても難しいレースだったが、表彰台
に立つことができて本当にうれしい。マ
シンを替えた後、今日のレースは終わりか
と思ったが、最後まで全力で走ろうとが
んばった。途中でポジションボードに２番
手と出た時は驚いた。カワサキのために
日本で表彰台に立てて最高にうれしい。
チームはもちろん、皆さんに感謝します」

ぱらつく雨の中でスタートした
決勝レース

前日の公式予選で
カワサキは４位、６位

メーカーの威信をかけた
究極のマシン開発

エンジンのガス交換弁作動機構に
新技術を採用

ドゥ・プニエ選手、
１６周目で２位に上り１位を急追

ドゥ・プニエ選手、
そのまま２位で歓喜のゴール
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１９６７年マン島ＴＴレース・

１２５ｃｃクラスで活躍した

「ＫＡ－Ⅲ」。

１９ １年世界グランプリの

ＧＰ３５０ｃｃクラスで優勝

した「ＫＲ３５０」。

１９７９年世界グランプリ（イ

ギリスＧＰ）２５０ｃｃクラス

ではカワサキのバリントン

選手が優勝した。

バリントン選手。

１９９３年の鈴鹿８時間

耐久ロードレースを制し

た「ＺＸＲー７」。

カワサキは２００２年に

ＭｏｔｏＧＰに復帰し、２００３

年からフルエントリー。

２００３年のシーズン前テス

トを行なう柳川明選手。

一戦ごとに進化する

ＭｏｔｏＧＰ用マシンの開

発風景（明石工場）。

8

　今年の「ツインリンクもてぎ」における
「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」第１５戦・
日本グランプリは、９月２１日（予選１日目）、
２２日（予選２日目）、２３日（決勝レース）と
３日間の日程で開かれ、観衆は延べ約
９万３１４人にのぼった。また、今年は２３
日の決勝レースが地上波テレビでも中継
放送されたため、多くの人がモーターサ
イクルレースの迫力と興奮を堪能したも
のと思われる。
　とはいえ、日本におけるモーターサイク
ルレースの知名度や“文化度”は残念
ながらそう高くはない。しかし、世界に目
を転じると、様相は一変する。モーターサ
イクルレースの中でも、とりわけＭｏｔｏＧＰ
はステータスが高く、多くの国の人々に
親しまれている。
　「ひとつの開催で１０万人以上の観客
が集まる例が少なくありません。昨年は
全１７戦のうち１０戦が１０万人以上で、ス
ペインの開幕戦では約２４万人を記録し
ました。また昨年、テレビでＭｏｔｏＧＰレー
スを生放送で観戦した人は世界中で一
戦平均１億３千５百万人、録画放送で
見た人も入れた年間全１７戦の延べ人
数では実に約５２億人ともいわれています。
海外の大会で、親子揃って、あるいはお

じいちゃんと孫が選手情報などを語り合
いながら観戦している様子は、傍から見
ていて微笑ましいものです。日本でもそ
んなふうに、モーターサイクルレース観戦
が暮らしに溶け込む日がくるといいと常々
思っていますが、長い歴史を経て、モー
タースポーツの観戦が既に生活に自然
に溶け込んでいる海外の多くの国では、
ＭｏｔｏＧＰなどの主要なレースに出場する
メーカーのブランドイメージは、レースの内
容・成績と強く結びついています。」（川
崎重工汎用機カンパニー営業本部モー
タースポーツ課  井上仁課長）
　川崎重工がＭｏｔｏＧＰに参戦する意
義のひとつがここにある。何よりも、世界
中の多くの人 に々「カワサキ」の技術力
の高さをアピールできるのである。

　１９６５年に開催された第１回東京ロー
ドレースに、３台のカワサキ（ストリートバイ
ク８５Ｊ１をベースに改造したバイク）が参
戦したのが、カワサキロードレース史の始
まりである。このレースでは準優勝し、カ
ワサキの“速さ”を印象づけた。さらにこ
の年１０月の第３回日本ＧＰに、カワサキ
初のＧＰレーサー、ＫＡＣスペシャルが参
戦し、７、８位で完走した。

　１９６７年にはカワサキのヨーロッパ進
出を記念してシンガポールＧＰレースに
出場。初出場ながら３５０ｃｃクラスで１位、
２位のワンツーフィニッシュを飾り、２５０ｃｃ
クラスでも２位、３位となった。同年のマン
島ＴＴレースでは、１２５ｃｃクラスで４位、
２５０ｃｃクラスで４位、５位入賞などの活
躍をみせ、“世界のカワサキ”として広く
認知される契機になった。

　このようにして始まったカワサキのロー
ドレースへの参戦はその後本格化し、華々
しい活躍をすることになる。
　例えば、１９７８年から１９８１年まで世
界グランプリのＧＰ２５０ｃｃクラスで４年連
続チャンピオン獲得。ＧＰ３５０ｃｃクラスで
も１９８１年、１９８２年と２年連続チャンピオ
ン獲得を果たすなど、その活躍は一頭
群を抜くものがあった。カワサキの２５０、
３５０のＧＰマシンが、ＧＰの世界を席巻し、
“ライムグリーンのカワサキ”の名は世界
に響きわたった。
　しかし、１９８０年代に入ってからの経
済状況の変化などにより、カワサキファク
トリーは１９８４年からレース活動を一時
休止した。１９８４年以降１９８７年までは、
世界各国でカワサキの販売会社が運

営するチームやプライベートチームが、耐
久レースや各国選手権でライムグリーン
のマシンを走らせ健闘を見せていたが、
１９８８年からカワサキファクトリーが、ロー
ドレース界に本格復帰、４ストローク７５０ｃｃ
の量産車をベースマシンとするＴＴ－Ｆ１
クラスやスーパーバイククラスにおいて活
躍、‘９０年代には世界選手権、全米選
手権、全日本選手権などのシリーズの制
覇、デイトナ２００マイルレースや鈴鹿８時
間耐久ロードレースでの勝利など、再び
ライムグリーン旋風が世界のサーキットを
吹き荒れることとなった。

　ところで、世界ロードレース選手権が、
現在のようにＭｏｔｏＧＰと呼ばれるようになっ
たのは２００２年からのことだ。それまでの
最高峰クラスは２ストローク５００ｃｃエンジ
ン搭載のマシンが主流で、「ＧＰ５００」と
呼ばれていた。それが２００２年に規則
が大幅に変更され、４ストローク９９０ｃｃエ
ンジン搭載が可能になった。これを機に、
世界最高峰クラスは「ＭｏｔｏＧＰクラス」
と呼ばれるようになり、大会自体がＭｏｔｏ
ＧＰと呼ばれるようになったのである。
　４ストロークエンジン搭載のマシンに
よるレースを得意としてきたカワサキは、
２００２年の規則変更を機に同レースに
復帰。２００３年からフルエントリーで戦っ
ている。
　そして、４ストローク８００ｃｃへ規則が変

更された最初の年に、日本で開かれた
第１５戦で、見事に表彰台に上ったので
ある。
　「マシン作りは、ライダーの能力とのコミュ
ニケーションで進みます。それは、ライダー
自身の言葉による表現やラップタイム、走
行中のデータといった客観なデータの分
析で行います。マシンはライダーの能力
以上の速さで走ることはできないこともあ
り、部分的にマシンがライダーのレベルを
超えてしまったところもあるようです。これ
まで転倒が少なからずあったのはそのた
めかもしれません。でも第１５戦で、その
実力をみごとに証明したと思います」
（松田上級専門職）
　前述のようにカワサキは今年、レース
運営の直営会社ＫＭＲ（オランダ）を設
立し、カワサキレーシングチームもその直
属とした。こうして現地でのレース運営
体制を強化するとともに、汎用機カンパニー
営業本部に運営面でのサポートを担当
するモータースポーツ課を設置、マシン
の開発を担当する技術本部「モトＧＰ部」
（２００３年８月設置）との緊密な連携により、
開発と運営の体制を万全なものにしてレー
スに臨んでいる。

　カワサキが世界最高峰のレース、
ＭｏｔｏＧＰクラスに参戦し続けるのは、ひ
とつには技術力のアピールがあるが、そ
れだけではない。

　レースマシンの開発で磨いた技術を
量産車に反映させ、より良い量産車の
開発につなげられるからだ。例えば、
ＭｏｔｏＧＰ４ストローク９９０ｃｃ時代に、エンジ
ンガス交換弁（金属弁）に用いた金属バ
ネ技術は、その後、量産車に転用された。
こうした技術の横展開例は数多くある。
　そして、テレビをはじめとした世界のメディ
アによる情報の露出が大々的に行なわ
れるＭｏｔｏＧＰは、「Ｋａｗａｓａｋｉ」ブランド
をアピールする最適の舞台といえる。
　「今年のレースマシン『Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ』
を見て、各国の選手や関係者から、総
合技術を持つ重工業メーカーのマシン
は一味違うと言われました。私たちもまた、
レース活動をする中で単一メーカーでは
ない『Ｋａｗａｓａｋｉ』全社ブランドを一層
アピールしていきたいと考えています」
（前田部長）

●
　最後に、前田部長は力強くこう語った。
　「今年のカワサキマシンの優秀性は
選手の間でも評判で、５月頃から、多くの
選手から『乗りたい』というオファーが多
数寄せられています。来年はさらによい
マシンを開発し、ライダー陣の再編も含
めた新しい布陣でＭｏｔｏＧＰの頂点を目
指してがんばります」

別格のレースで
ステータスが高いＭｏｔｏＧＰ

カワサキのロードレース史の
始まりは１９６５年

１９８０年前後の活躍ぶりは
今も語り草

４ストロークエンジン搭載マシンを
使用するＭｏｔｏＧＰへの参戦

「カワサキ」
全社ブランドの発信
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カワサキは、モトクロス全日本選手権ＭＸ２クラス（２５０ｃｃ）でシリーズ
チャンピオンを獲得。その第２戦（近畿大会）でのカワサキ・新井宏彰
選手の力強い走り。
カワサキはモトクロス全米選手権の４５０ｃｃスーパークロスを制覇した。
写真は同大会でのカワサキの華麗なジャンプ。

（上）

（左）

伝統ある米国・デイトナ２００マイルレースで１、２位を独占したカワサキ「Ｎｉｎｊａ  
ＺＸ－６Ｒ」。
全米選手権シリーズで見事にワンツーフィニッシュを決めたカワサキ。
　スーパースポーツ世界選手権シリーズでは９月時点で２位に付けている。
そのオーストラリア戦でのひとコマ。
スーパーバイク全日本選手権シリーズＳＴ６００クラスではランキング２位。その
１０００ｃｃクラスで力走する柳川明選手。

　量産車ロードレースは、一般公道を走
る市販のモーターサイクルを、サーキット
走行用に改造したマシンで争われる。
　ＭｏｔｏＧＰマシンが、いわば一品ものの
レース専用部品の集合体であるのに対し、
量産車レースのベースマシンとなるスポー
ツモデルの開発は、公道走行用の車両
として求められる量産性、耐久性、各種
の法規制への適合など多くの制約がある。
そのため、ＭｏｔｏＧＰマシンの開発とは異
なる意味での高い技術力が必要とされる。
　量産車レースは、世界選手権や各国

での国内選手権として日米欧豪加など
で盛んに行なわれており、一般ユーザー
が“販売店で買える身近なマシン”の対
決を楽しめるレースとして非常に人気が
高い。２輪車メーカーにとっても、自社の
スポーツモデルの性能をアピールできる
絶好の舞台である。
　排気量は、比較的改造範囲の広い
「スーパーバイク」クラスが１，０００ｃｃまで、
より量産車に近い仕様規定の「スーパー
スポーツ」クラスや「スーパーストック」クラ
スが６００ｃｃまでとするのが一般的。また、
レースカテゴリーとして、４０～５０分間の
短距離を争うスプリントレースと、６～２４
時間の長時間耐久レースがある。カワサ

キはスプリント、長時間耐久とも世界選手
権、各国選手権を繰り返して獲得した輝
かしい戦績があり、“カワサキの大型スポー
ツモデルは速くて丈夫”という定評を確
立した要因のひとつになっている。
　２００７年のカワサキは、日本からの技
術支援の下、各地域で現地販売会社
が直接運営、または外部チームをサポー
トする形でレース活動を行なっている。

　米国では、伝統を誇るデイトナ２００マ
イルレースでカワサキ「Ｎｉｎｊａ  ＺＸ－６Ｒ」
が１、２位を独占、同クラス全米選手権シ
リーズ戦でも年間チャンピオンと２位を獲
得した。カナダでは、スーパーバイク、スー

パースポーツともにチャンピオンを獲得。
また、全戦が終了していないが、９月時
点でスーパースポーツ世界選手権、世
界耐久選手権でともにランキング２位。

全日本選手権でもＳＴ６００クラスがラン
キング２位と、今年も世界各地で“ライム
グリーンのマシン”が大活躍している。

　屋外やスポーツスタジアム内で、起伏
の多い土の不整地コースをジャンプを繰
り返しながら走破するモトクロスレースも
長い歴史を持つモータースポーツだ。世
界選手権、各国の国内選手権が行な
われており、特に米国、欧州での人気が
高く、ランキング上位の選手はスター扱
いされる。
　マシンは、モトクロス専用に設計・製作
され、一般に市販されているもので、不
整地の走破性を高めるための開発が

行なわれている。エンジンは、長い間２ス
トロークが使用されてきたが、近年は環
境に配慮した４ストロークのエンジンが主
流になってきている。現在の主要クラスは、
４ストロークの４５０ｃｃと２５０ｃｃクラス。
　２００７年のカワサキは次期量産車の
開発も同時に進めながら、各国の現地
販売会社による直接運営、またはサポー
トによるレース活動を展開している。

　今年のモトクロスレース活動で特筆す

べきは、競争のレベルの高さがモトクロス
世界選手権を超えるといわれる全米選
手権で、メインカテゴリーである「スーパー
クロス」クラス（４ストロークでは４５０ｃｃが
上限）と、米国を東西地域に分けて行な
われる２５０ｃｃの「スーパークロスライツ」
クラス（４ストロークでは２５０ｃｃが上限）
の東西両方を完全制覇したことだ。この
結果、カワサキのモトクロスマシンの性能
の優位性をエキサイティングな形で強烈
にアピールできた。
　また、欧州を中心に行なわれる世界選
手権では、ＭＸ１クラス（４ストロークでは
４５０ｃｃが上限）でランキング４位、ＭＸ２ク
ラス（４ストロークでは２５０ｃｃが上限）で同
３位。全日本選手権では、ＭＸ２クラスで
シリーズチャンピオンとなるなど、モトクロ
スレースでも“ライムグリーンのマシン”は
世界各地で目覚ましい活躍を続けている。

市販のモーターサイクルを
改造したマシンで走る

今年も世界で
“ライムグリーン”が大活躍

土の不整地コースを走破する
モータースポーツ

極めてレベルの高い
全米選手権を完全制覇

●量産車ロードレース ●モトクロスレース
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