TEAM MITANI
2019 全日本トライアル R-3 関東大会 参戦レポート
「TEAM MITANI Honda 初優勝。初の 3 クラス制覇へ‼」
★2019 年度 全日本トライアル選手権 新体制紹介
TEAM MITANI Honda : HRC クラブ MITANI 監督・三谷 知明
VERTIGO with MITANI：GASGAS with MITANI 監督・三谷英明
TEAM MITANI Honda

マシン：RTL300R

小川友幸
HRC クラブ MITANI

マシン：RTL300R

村田慎示 冨名腰慶亮 山中玲美
VERTIGO with MITANI マシン：COMBAT VERTICAL3.0
柴田暁 武田呼人
GASGAS with MITANI マシン：GASGAS PRO300racing PRO125racing
氏川政哉 廣畑伸哉 福留大登 井之前拓実
出場選手権：全日本トライアル選手権（全 7 戦）

世界選手権ストライダー日本グランプリ

CITY TRIAL

● 国際Ａ級スーパークラス
ライダー

：

小川友幸（42 歳） 柴田 暁（30 歳） 氏川政哉（16 歳）

アシスタント or サポート ：田中裕大＆川村道徳（小川友幸選手） 田中裕人（柴田暁選手）氏川湧雅（氏川政哉選手）

● 国際Ａ級クラス
ライダー

： 武田呼人（17 歳） ＊村田慎示（45 歳） 冨名腰慶亮（25 歳）

アシスタント ： 南山敏宏＆北山将司（武田呼人選手） ＊上田万法（村田慎示選手） 冨名腰直人（冨名腰慶亮選手）

● 国際 B 級クラス
ライダー

： ＊小倉功太郎（19 歳） ＊井之前拓実（19 歳） 福留大登（13 歳） 廣畑伸哉（14 歳）

アシスタント ： ＊小倉暁（小倉功太郎） 井之前正輝（井之前拓実） 福留良太（福留大登選手） 廣畑佳伸（廣畑伸哉選手）

● レディースクラス
ライダー

： 山中玲美（23 歳）

マインダー＆サポート ： 山中勉（山中玲美）

2019

＊印はスポット参戦での計画となります。
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RACE DATA
■開催日:2019 年 6 月 23 日
■開催地:栃木県・ツインリンクもてぎ
■観客:3,200 人■気温:24 度■天候:曇り
■競技:10 セクション×2 ラップ＋SS-2 セクション
■持ち時間:4 時間 30 分（10 セクション×2 ラップ）
■最多クリーン数:小川友幸（ホンダ）／18
● 国際Ａ級スーパークラス

☆1 位☆:小川友幸

4 位:氏川政哉

5 位:柴田暁

● 国際Ａ級クラス

☆1 位☆:武田呼人

☆3 位☆:村田慎示

26 位:冨名腰慶亮

● 国際 B 級クラス

☆1 位☆:広畑伸哉

6 位:福留大登

54 位:井之前拓実

● レディースクラス
5 位:山中玲美
（R-3

関東大会）

関東大会の伝統の会場だった真壁から茂木初開催となりました第三戦。2 週間前に世界大
会で滞在したばかりです。セクションも全日本専用に作りなおされていて世界大会で使っ
ていなかったセクションも有り、ほぼアスファルトでの観戦ができる配慮はお客様に優し
い。天気予報と梅雨時期というのもあり、雨天覚悟

WET 覚悟で挑みました。TEAM

MITANI メンバー総勢 10 名エントリーで戦って参りました。

● レディースクラス
2 年目:山中玲美 23 歳
HRC クラブ MITANI

RTL260F

難度の高いセクションと苦手意識から思う
ように乗れない。ワーストの 5 位というポ
ジション。
ランキング 3 位のライダーにしては不本
意。現実は現実、受け止めて次ぎにつなげ
れる活動と取り組みに期待しよう。

● 国際 B 級クラス
2018GC 5 位ルーキー:広畑伸哉選手 14 歳
GASGAS with MITANI

PRO125racing

ランキング 2 位につけるルーキー!!序盤見ていましたがさ
ほど乗れていたわけでもなかった。しかし後半の減点を見る
と、後半はかなり調子が良かったのだろうという素晴らしい
減点。先輩:池田選手の連勝を止める、1 点逆転 トライアル
歴 10 ヶ月で IB 優勝を飾る活躍だ。125cc で IB 優勝は氏川
政哉 武田呼人 2016 年以来の快挙だ。

2018GC 6 位ルーキー:福留大登選手
GASGAS with MITANI

14 歳

PRO125racing

開幕戦よりノーポイントポジションが続いて
いて心配していましたが、ようやく第 3 戦で 6
位入賞のポイント獲得となる成績。滑るところ
が苦手なようでしたが、今回はうまくまとめて
いた。彼もルーキーイヤー 125cc でチャレン
ジする若手なので今後の躍進に期待したい

復活の若手:井之前拓実

19 歳

GASGAS with MITANI PRO250GP
今季二戦目の挑戦、大学生活は津市の三重大学
で日々勉学に励み、お父さんが愛知県から迎え
にいき練習するトライアル生活。トライアルの
勘も戻りつつ有り、先日の中部選手権では 4 位
を獲得する。
全日本では、おもうようにポジションをあげれ
なかったが、これから徐々にあげてくるだろう。

● 国際Ａ級クラス
IA3 年目:武田呼人選手 17 歳
VERTIGO with MITANI

COMBAT

VERTICAL3.0
今回はアシスタントを熊本から鈴鹿に戻りました
平田さんにお願いしての参戦。初優勝からのプレ
ッシャーでつぶれてしまう場合もよくあることで
すが、勝喜び 勝った自信、勢いのままに逆転劇
での 2 連勝をかざる!!8 月には単身チェコのヨ
ーロッパ選手権にチャレンジする意欲旺盛の若手
の可能性に期待したい。
ベテランライダー:村田慎示選手

45 歳

HRC クラブ MITANI RTL300R
いつも協力くださる まんぽくん（上田万法さん）がアシス
タント復活しての参戦。九州ではまんぽくんいなくても 5 位
入賞。まんぽくんいなくても上位いけるやん～～でしたが、
今回、1lap 目 同点 1 位で折りかえす!!やはりアシスタン
トが来るとちがうのか?最終的には今季初の 3 位表彰台を獲
得する。ランキング 4 位に躍進にてアシスタントは重要なこ
とを実証。チームプレーで活動する MITANI にとっていつも
のメンバーで戦うということは重要なことなのだ。

沖縄出身初 A 級ライダー:冨名腰慶亮選手

25 歳

HRC クラブ MITANI RTL300R
今回も沖縄からの応援団のかたがたくさん来てく
れての、参戦。もちろんアシスタントのお父様、
冨名腰直人さんは毎回沖縄からきてアシスタント
をしてくれる。素晴らしくいい体制だ。前回ポイ
ント獲得目の前だっただけに、ねらっていきたい
ところ。1lap が悪すぎた。2lap 目挽回するもお
よばずと言ったところ、熾烈な IA でポイントを獲
得するには、最初のセクション攻略が鍵です。

● 国際Ａ級スーパークラス
前人未踏 6 連覇チャンピオン:小川友幸選手 42 歳
TEAM MITANI Honda

RTL300R

第二戦までといい motegi 世界戦といいすこし元気がない感じ
がしていたので心配でした。序盤も不本意な減点が多くはらはら
な展開。しかしリードされながらも我慢のトライ、1lap 目後半
で減点が動いた。逆転して 5 点差がひらいた。でもまだまだわ
からない展開

2lap 目は連続クリーンで調子いい感じでしたが

7sec 目で痛恨の減点、危うく五点でした。二点で通過。この執
念が今回の勝負を決めたようなものでした。5 点差のまま SS
へ。SS2 では誰もがいけない難所をただ一人クリーンする!結
果的には快勝で第 3 戦で今季初優勝 TEAM MITANI Honda
に初勝利をプレゼントしてくれた。3 クラス制覇をとれるチャン
スにきっちり決めてくれました!!シーズンはまだまだこれから
です!!
IAS2 年目ルーキー:氏川政哉選手

16 歳

GASGAS with MITANI PRO300GP
日本期待の若手!今シーズンは 1 発

表彰台く

らいは、ねらいたいところですが、当日のウォー
ムアップから体の調子が悪く不安定、序盤こそ好
調で小川選手と同じポジションで争ったが、持続
せず 5sec からの 5 点がめだった。良い走りはし
ていたし

SS1 では一番最初にクリーンをたた

き出すなど、ポテンシャルの高さを実証してい
る。体の調子さえ良くなってくれればと願うばか
り、今回から 2019GASGAS PRO300GP に乗り換えての参戦でマシンは絶好調みたいです。
Vertigo エース:柴田暁選手
VERTIGO with MITANI

30 歳

COMBAT

VERTICAL3.0
世界戦での好調を維持したい所でしたが、意識と
プレッシャーに思うようにセクション走破できて
いませんでした。気合いとポテンシャルは十分な
のだが、空回りしていましたね。世界戦 DAY1
の調子が全日本でも出せれば 3 位表彰台も十分い
ける。北海道大会からの巻き返しに期待したい。

3 クラス優勝者 表彰式

＆ 記念写真

チャンスは突然やってくる!!史上初の 3 クラス制覇（年間ではあるがラウンドごとでははじめて）達
成することができました。IB 広畑選手 IA 武田選手

IAS 小川選手の同時優勝!!素晴らしい記録に

貢献してくれた選手に感謝したい!!そして皆様の応援いつもありがとうございます!!これからも結
果にこだわり頑張りますので宜しくお願い致します。

TEAM MITANI Honda 初勝利記念写真

TEAM

MITANI

代表三谷知明

