
小松 大士
（こまつたいし）

応募時年齢 9歳

出身 岡山県

競技種目 BMX

競技歴 4年間

2007年 ジャパンシリーズ全戦（4戦） 優勝
2007年 全日本選手権大会 優勝
2007年 環太平洋BMX選手権 準優勝
2007年 全日本BMX連盟シリーズチャンピオン
2008年 JOSF関東オープン 9歳クラス 優勝
2008年 世界選手権日本代表派遣選手認定
2008年 JOSF関東オープンレース9歳クラス 優勝
2008年 JOSFスプリングナショナル9歳クラス 優勝

小松君は、全日本BMX連盟シリーズチャンピオンに認定される程の実力があるにも関
わらず、遠征費の捻出が難しく競技自体を断念せざるをえない状況にありました。本
人の目標を聞いた所、『オリンピックで１位』と力強く返答。オリンピックに出場で
きる年齢になるのはもう少し先になりますが、世界で戦う経験をしておかないと、オ
リンピックでは戦えません。若者にチャンスを提供するプロジェクトとして、「オリ
ンピックへの道」をサポートする事に決定いたしました。

レース遠征にかかる一部費用をHDPより支援いたします。

BMX競技にはレース競技とフリースタイル競技があります。レースは速さを競い、フ
リースタイルは技を競います。小松君が参加するのはレース競技となり、様々な形状
のジャンプやコーナーを含むダートコースで、8人以下のレーサーが1周のタイムを競
い合います。2008年の北京オリンピックから正式種目となりました。

ドリームサポートプログラム 2008－2009受賞者

競技

実績

支援理由

支援内容
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ドリームサポート受賞者 活動報告





予選 からスタートのタイミングが合わず苦心しまし

たが、予選1位-1位-1位準決勝は、スタートの遅れがあ
りましたがゴール前で１人抜いて、2位決勝は、とにかく最
後まであきらめず、一つでも順位を上げる気持ちで走り5
位から追い込み4位、ゴール前で１人抜いて3位！

緑山 のレースは、満年齢のクラス分けですが、連

続して3回優勝した場合一つ上のクラスへ昇格する権
利を取得、自己申告により昇格できます。
2007年4月5月は2戦で7才クラス3連勝、2007年7月8月9
月で8才クラス３連勝（7才の時）2008年5月6月7月で9才
クラス3連勝（8才の時）2008年8月からジュニアクラスに
昇格しました。

Report - February -

Introduction

2009年2月 ＨＤＰの支援を受けて出場した、

小松大士くんの初レース。今年の初戦・久しぶりのレー
ス・上位クラスへの参戦など、今年一年間を占う、
とても大切なレースでした。

6ヶ月ぶり のレースに参戦出来るのでとっても

嬉しい気持ちで一杯でした。

初 陣。
小松大士の挑戦



来月の予定

3/15 緑山関東オープンレース ジュニアクラス（満10才ー11才）に参戦します。

大会結果

日付 ： 2009年2月15日
場所 ： 緑山スタジオ・シティ内 特設BMXコース
出場 ： ジュニア（満10才-11才）クラス

活動写真

緑山レース結果

3位 / 22



緑山関東 オープンレース。

予選の結果は1位-１位-１位。 準決勝 スタートの遅れ5
位で走り、第一バーム過ぎて先頭集団が転倒し、
それに、巻き込まれ転倒しました。準決勝上位4名が決
勝に進出 6位で準決勝敗退でした。

Report - March -

Introduction

2009年3月 この日小松大士さんが出場したの

は、2009年度第一回目のビッグレースとなる、関東緑山
オープン大会。全国から強豪が集まる中、復帰後の実
力を試す大会となりました。

緑山関東オープン。
３月のビッグレース



6位 / 27

来月の予定

4/11広島シリーズレース10才-11才クラス（09年12月31日現在年齢）に出場します。

大会結果

日付 ： 2009年3月15日
場所 ： 緑山スタジオ・シティ内 特設BMXコース
出場 ： ジュニア（満10才-11才）クラス

活動写真

緑山レース結果



広島 シリーズレース。予選1本目・2本目1位3本目

第二バーム過ぎて、チェーンが外れましたが、あせらず
体を上手く使ってゴールしました。
2位決勝 スタート後、力み過ぎてSPDペダルから足が
外れ、先頭集団から遅れましたが一つでも順位を上げ
たい気持ちで頑張りました。

Report - April -

Introduction

2009年4月 地元に近い広島でのレース。桜が

舞う温かい陽気の中、バイエルンカップは開催されまし
た。広島開催という事もあり、同年代の参加人数は15名
と少なめでしたが、世界戦北京大会で3位(小学校5年
生)の選手が参加するなど、気の抜けない大会となりまし
た。

４月バイエルンカップ。
小松大士、春の挑戦。



来月の予定

5/17緑山スプリングナショナル
ジュニア（満10才-11才）クラスに出場します。

大会結果

日付 ： 2009年4月11日
場所 ： 広島県安芸高田市土師ダムBMXトラック
出場 ： 10才-11才（09年12月31日現在年齢）クラス

活動写真

広島レース結果

3位 / 15



緑山 スプリングナショナル。この日は、すごく風が強

かったです。予選2本で上位4名準決勝進出、1本目・2
本目 1位。 準決勝 1位。 決勝 スタート後、両サイド
のライダーが接近プレッシャーで前に出れず、その後、
第一バームで前の選手が転倒し、それを交わそうとして
ペダルを外し減速して、トップ集団に追いつけませんでし
た。

Report - May -

Introduction

2009年5月 強風吹き荒れる緑山。

この日は悪天候の為、普段3回行われる予選が2回に短
縮され、レースは進められました。身体の小さい小松くん
にとっては特に厳しいレースとなりましたが、ライバルや
自然との闘いは、今後に繋がる良いレースとなりました。

緑山関東オープン。
自然との格闘の中で学んだこと。



来月の予定

大会は、未定ですがコースでの練習をたくさんしてスキルアップします。

大会結果

日付 ： 2009年5月17日
場所 ： 緑山スタジオ・シティ内 特設BMXコース
出場 ： ジュニア（満10才-11才）クラス

活動写真

緑山レース結果

5位 / 25



Report - July -

Introduction

2009年6月 いよいよ始まった、国内最大級の

「2009 U.C.I 大阪･堺 BMX国際選手権大会」。久しぶり
に、日本で国際自転車競技連合認定の国際大会が開
催されました。いつもは年齢が１つ上のクラスに出場して
いる小松さんですが、この大会では同年代との戦いに挑
みました。

国内最大級

国際BMX選手権大会。
In 大阪･堺

国内最大級

国際BMX選手権大会。
In 大阪･堺

2年ぶり となる、大阪のレース。しかも出来たばか

りのコースで、大会直前のわずかなフリー走行の間に、ど
れだけ自分の走りが出来るかが、大会の勝敗を左右す
るカギとなりました。

結果
DAY1 予選 1-2-1位 準決勝 1位 決勝 1位
DAY2 予選 1-1-1位 準決勝 1位 決勝 1位

2日間のレース優勝できることができ、今後に繋がる経験、
勉強をさせて頂いた大会となりました。



1位 / 20

今月の活動報告

6/6・6/7広島土師ダムBMXトラックへ練習と練習試合に行ってきました。2日間たくさん練習が出来ました。来月の予定
は未定ですが、これからも、この様なBMXコースでの練習をたくさんしてスキルアップして、頑張ります。

2月～5月まで1才～2才上の選手と参戦させて頂いたおかげで、今回の 結果を出すことが出来ました。スポンサーの皆
様、スタッフの皆様 本当に有難う御座います。

大会結果

日付 ： 2009年6月20日,21日 / 場所 ：大阪府堺市 大泉緑地サイクルどろんこ広場 / 出場 ：9－10才クラス

ＤＡＹ１ 結果

活動写真

1位 / 20

ＤＡＹ2 結果
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