
TEAM MITANI 
2016 全日本トライアル R-1 関東大会 参戦レポート 

「2016 新生 MITANI 始動！！ 」 
（2016 新体制） 

HRC クラブ MITANI・TEAM MITANI：監督 三谷 知明   

Vertigo with Mitani：監督 三谷 英明 

 

HRC クラブ MITANI  マシン：RTL300R 

小川友幸 村田慎示 小倉功太郎 

Vertigo with Mitani  マシン：COMBAT CAMO WORKS300 

柴田暁 氏川湧雅 

TEAM MITANI  マシン：GASGAS PR250 PRO125 

久岡孝二 武田呼人 氏川政哉 

 

全日本トライアル選手権（全 7 戦）  

● 国際Ａ級スーパークラス 

ライダー       ：  小川友幸（39 歳） 柴田 暁（27 歳） ☆氏川湧雅（16 歳） 

マインダー＆サポート ：田中裕大（小川友幸選手）柴田志彦（柴田暁選手）田中裕人（氏川湧雅）  

● 国際Ａ級クラス 

ライダー       ： 村田慎示（42 歳）  久岡孝二（16 歳） 

マインダー＆サポート ： 上田万法（村田慎示選手）久岡誠二（久岡孝二選手） 

● 国際 B 級クラス  

ライダー       ： 小倉功太郎（16 歳） ☆武田呼人（14 歳） ☆氏川政哉（13 歳） 

マインダー＆サポート ：小倉暁（小倉功太郎）南山敏宏（武田呼人）出口俊宏（氏川政哉） 

  ☆マークは昇格ライダーです。 

 

 

2016 TEAM MITANI パドック in first round 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■開催⽇：2016 年 3 ⽉ 11 ⽇ 

■開催地：茨城県・真壁トライアルランド 

■観客：2,550 ⼈■気温：8 度■天候：曇り 

■競技：12 セクション×2 ラップ＋SS-2 セクション 

■持ち時間：5 時間（12 セクション×2 ラップ）■最多クリーン数：⼩川友幸（ホンダ）／20 

（R-1 結果） 

● 国際Ａ級スーパークラス 

☆1 位☆：⼩川友幸 6 位：柴⽥暁 14 位⽒川湧雅 
● 国際Ａ級クラス 

☆3 位☆：久岡孝⼆ 6 位：村⽥慎⽰   

● 国際 B 級クラス 

☆1 位☆⽒川政哉 ☆3 位☆武⽥呼⼈ 19 位：⼩倉功太郎 

 

（R-1 関東⼤会） 
今年は新たなメンバー、新たなブランドとともにスタートです。 

今までにないこの満⾜感、感触は続けてきてよかったと思う。 

⼤変なことも忙しいこともすべて RACE の場にいれば忘れる。 

メインとなる HONDA 系 「HRC クラブ MITANI」とともに新しくインポーターとなった Vertigo

オートバイのチーム「Vertigo with Mitani」も運営する。監督は元 HRC ワークス&開発 RIDER

の経歴のある三⾕英明⽒が務める。 

新しい体制に花を添えるように、1lap ⽬！！国際 B 級 国際 A 級 国際 A 級スーパーの 3 クラス

とも 1 位という快挙の途中結果を知った！！早くも開幕戦から 2016 チームの底⼒を実感した。 

 

 
● 国際 B 級クラス 

2 年⽬の⼩倉功太郎選⼿、 グランドチャンピオンと中部 NB 1 位の⽒川政哉選⼿、グランドチャンピ

オン 3 位 中部 NA1 位の 武⽥呼⼈選⼿ 3 ⼈がエントリー。 

スーパールーキー13 歳 ⽒川政哉選⼿がデビュー以来負け知らずの公式戦 11 連勝で IB デビューを優

勝で飾る。そしてもう⼀⼈のスーパールーキー14 歳 武⽥呼⼈選⼿が IB デビュー3 位を獲得して 201

年グランドチャンピオンでの悔しい結果のリベンジを果たした。表彰台の⼆⼈と 2013 年に世界選⼿権

バイクトライアルに⾏ってきたことを思い出すとまだ最近のことだ、その⼆⼈がすでに全⽇本で上位争

いをしているのだから驚かされる。この好成績を安定して続けてもらいたい。楽しみなクラスだ。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⽒川政哉選⼿（13 歳） 

 

 

国際 B 級 表彰式 

 



 

● 国際Ａ級クラス 

2015 年表彰台に 3 回の活躍でゼッケン 2 をつける村⽥慎⽰選⼿と 2 年⽬のルーキー久岡孝⼆選⼿ 2 ⼈

がエントリー。久岡孝⼆選⼿が 1lap ⽬ TOP！！！期待はしていたけど、2 ⽉に 3 週間怪我で乗れない

期間が続き、⼤会直前⼤会前⽇まではインフルエンザだった・・・・いい結果が残せる体調ではなかっ

たので、素晴らしい活躍だった。そして崩れはしたものの 3 位表彰台。じっくりシーズンを戦ってほし

いと思う。村⽥慎⽰選⼿は序盤から安定した⾛りで浮き沈みはあったが表彰台に上る 6 位⼊賞！ 

昨年逃したタイトルを獲得に向けて好スタートだっ！！ 

 

国際 A 級 表彰式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● 国際Ａ級スーパークラス 

「40 歳！！4 連覇！！V6」を⽬指す、GATTI こと⼩川友幸選⼿と Vertigo with Mitani を背負う 2

⼈の柴⽥暁選⼿ ⽒川湧雅選⼿ 3 ⼈がエントリーする。この⽇の⼩川選⼿は逆転したり逆転されたり

の試合展開でほぼ 5 分のたたかいでの後半戦・・・IB も IA も IAS も誰もがクリーンするセクション

でまさかの失点・・・・チャンピオンにも間がさすのか？その失点が響きスペシャルステージは 1 点差

での 2 位の状況で、残り 2sec だった。セクションの状況によっては、負けを覚悟しなければいけない

こともある。しかしスペシャルステージ 1sec は超難度 超⾼低差の最難関セクションとなった。ここ

でパーフェクトなクリーンを叩き出した⼩川選⼿は仕組んだかのようなドラマで⼤逆転してそのまま開

幕戦優勝をもぎ取った。接戦なだけに⼤きい勝利だ。負けていたらシーズン後半まで影響するような敗

因になることもあり得るから、素晴らしい試合展開だった。 

柴⽥暁選⼿は、2016Vertigo with Mitani のエースを務める。スペアーバイク スペアーパーツのな

い中おそるおそるの練習と短い時間での乗り込みの中、予想をはるかに上回る 6 位⼊賞を果たしてくれ

た。 

結果を出すのは難しい状況だとおもっていたので、Vertigo チームとしては最⾼の結果だ。しかし、柴

⽥選⼿も 11sec で 2lap 合計 8 点取ってしまっているから、5 位にいける状況を⾃滅している。本⼈と

しては悔しい結果だったに違いない。 

IA を 1 年⽬で IA スーパーに昇格を果たした、スーパールーキー 15 歳 ⽒川湧雅選⼿も Vertigo 

with Mitani で⾛る。もちろん柴⽥選⼿と同じ状況で、バイクを壊せない状況での練習でスーパーにチ

ャレンジとなった。初年度の彼にとってはかなり過酷なチャレンジだ。チーム期待の若⼿なだけに活躍

を祈った。しかしスーパーはそんなに⽢くはない。状況が状況だっただけに順当な成績だといえるが、

彼の⽬標は⼤きい！！始まったばかりの VERTIGO を完⾛させてくれたことに感謝したい。⽒川選⼿は

これからです！そのためにチームも全⼒で体制を整えます！！ 

開幕戦を無事何事もなく終えられて今はほっとしています。 

 



 
⽒川湧雅選⼿ （16 歳） 

 
6 位 柴⽥暁選⼿ 

 

 

 



 

 
1 位 ⼩川友幸選⼿ 

IAS 表彰式 

TEAM MITANI 代表三⾕知明 


