
TEAM MITANI 
2018 全日本トライアル R-1 関東大会 参戦レポート 

「ﾚﾃﾞｨｰｽ IB IA IAS 全クラス表彰台獲得 」 
★2018 年度 全日本トライアル選手権 新体制紹介   

監督 三谷 知明  副監督三谷 英明 

HRC クラブ MITANI 監督・三谷 知明   

Vertigo with Mitani ・ GASGAS with MITANI 監督・三谷英明 

HRC クラブ MITANI  マシン：RTL300R RTL260F 

小川友幸 村田慎示 田中裕人 小倉功太郎 冨名腰慶亮 山中玲美 

Vertigo with Mitani  マシン：COMBAT VERTICAL3.0 VERTICAL2.5 

柴田暁 武田呼人 

GASGAS with MITANI マシン：GASGAS PRO300GP 

氏川政哉  

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       

● 国際Ａ級スーパークラス 

ライダー       ：  小川友幸（41 歳） 柴田 暁（28 歳） 氏川政哉（15 歳） 

マインダー＆サポート ：田中裕大＆川村道徳（小川友幸選手） 津谷秀明（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       ： 村田慎示（43 歳） 武田呼人（16 歳） 田中裕人（38 歳） 

マインダー＆サポート ： 上田万法（村田慎示選手）南山敏宏（武田呼人選手） 

● 国際 B 級クラス 

ライダー       ： 小倉功太郎（18 歳） 冨名腰慶亮（24 歳） 

マインダー＆サポート ： 小倉暁（小倉功太郎選手） 冨名腰直人（冨名腰慶亮選手） 

● レディースクラス 

ライダー       ： 山中玲美（22 歳） 

マインダー＆サポート ： 山中勉（山中玲美） 

  ☆マークは昇格ライダーです。 

2018 TEAM MITANI HRC パドック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



■開催日:2018 年 3 月 11 日 

■開催地:茨城県・真壁トライアルランド 

■観客:2,620 人■気温:13 度■天候:曇りのち晴れ 

■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:黒山健一（ヤマハ）／12 

 

● 国際Ａ級スーパークラス 

☆2 位☆:小川友幸 5 位:柴田暁 8 位:氏川政哉 
● 国際Ａ級クラス 

☆２位☆:田中裕人 4 位:武田呼人 11 位:村田慎示  

● 国際 B 級クラス 

☆2 位☆:冨名腰慶亮 20 位:小倉功太郎  
● レディースクラス 

☆3 位☆:山中玲美 

（R-1 関東大会） 

ライダー9 名がエントリー!そしてたくさんのスポンサー様 たくさんの協力してくれるチーム員

のおかげもあり、今年も大好きなレースができます!ありがとうございます! 

今年も開幕は、関東は真壁、例年より暖かくいい日に恵まれました。路面は土曜日朝方の雨で

WET で滑るところも多くありました。セクション設定がここ 3-4 年みない難易度の高いセクショ

ンでした。今年も目標必ず達成します!! 

 

 

 

● レディースクラス 

初挑戦：山中玲美 22 歳 

HRC クラブ MITANI RTL260F 

全日本レディースシリーズ戦にいよいよ挑戦する。中部選手権で昇格ポ

イントをかけて戦い続けてきましたが、メインを全日本に移して初戦で「3

位表彰台」を獲得する活躍だ！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

● 国際 B 級クラス 

沖縄チャンピオン:冨名腰慶亮選手 24 歳 

HRC クラブ MITANI RTL300R 

⾧いブランクはありましたが、また全日本にチャレンジすることを決断し

て 今年、沖縄からシリーズ戦を追いかける。開幕戦いきなり 2 位表彰台

を獲得してタイトル獲得に意欲を燃やす!! 



 

 

 

IB4 年目:小倉功太郎選手 18 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

大学受験で北海道の学校に合格したばかりで全日本開幕戦となった。セクシ

ョンの難しさにも戸惑いゼッケン 1 のプレッシャーもあった 20 位。4 月か

ら大学生活からのハンディーを背負いながらの参戦となるが、気持ちだけで

も強く持って挑んでほしいです。 

 

 

 

 

● 国際Ａ級クラス 

4timeIA チャンピオン:田中裕人 38 歳 

HRC クラブ MITANI RTL260F 

7 年ぶりに参戦。2 位を獲得する。過去 4 回のタイトルを

獲得する実力!!健在ぶりをアピール。 

 

 

 

IA2 年目:武田呼人選手 15 歳  

Vertigo with Mitani COMBAT ICE HELL2.5 

1lap 目「1 位」で折り返す。事前練習も来ていて期待する若手。

2lap 目もほぼ好調を維持していた。4 位を獲得する活躍。今年の

YOHITO の飛躍に期待する! 

 

 

 

 

ベテラン:村田慎示選手 44 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

チームも今年に期待し、本人もやる気に満ち溢れていたので結果は

必ずついてくる。初戦 11 位だがいつも近畿から好調になるのでそ

こからだ!ベテランの粘りと貫禄を見れると思う!! 

 

 

 

 



● 国際Ａ級スーパークラス 

ルーキー:氏川政哉選手 15 歳  

GASGAS with MITANI PRO300GP 

期待のルーキートライアル歴 3 年で最高峰まで

上りつめた驚異の若手だ。無謀とも言うべき超

難度のセクションに戸惑いながらも果敢にチャ

レンジしいきなりスペシャルステージ進出の最

終結果 8 位を獲得する。IAS で君臨するベテラ

ンスーパーの選手に脅威な存在になる。注目度

ナンバー1! 

 

 

Vertigo エース:柴田暁選手 28 歳  

Vertigo with Mitani COMBAT 

VERTICAL3.0 

Vertigo3 年目のシーズンに突入。真壁の事

前トレーニングにも付き合いましたが乗れて

いた!好調な切れる動きは IAS トップクラス

の柴田だ、勝負にこだわる走り、結果を出す

ための走り、ができてくれば上位に食い込め

るチャンスはある!!今年の目標は「優勝」 

 

 

 

 

5 連覇 V7 チャンピオン:小川友幸選手 41 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

オフに足首を痛めたままの参戦となった、私には 70％とはいっ

ていたが、いざ全日本のセクションを走るとなると、50％くら

いの苦しいけがの具合に見えて、まず踏ん張りがきいていな

い。苦しい展開となり一時は 5 位くらいになったポジションだ

ったが、2 位を確保してくれた「一安心」1 か月後の近畿大会

には、完治していることを祈る。 

 

 

 

 

 

 



表彰式 
 

 

 レディース 3 位 山中玲美             国際 B 級 2 位 冨名腰慶亮       

 

国際 A 級 2 位田中裕人 4 位武田呼人      国際 A 級スーパー 2 位小川友幸 5 位柴田暁    

 

 

レディース:3 位 IB:2 位 IA:2 位＆4 位 IAS:2 位＆5 位 すべてのクラスで表彰台を獲得す

る開幕戦は、表彰式にも 6 人が登壇 過去最高人数となりました!!! 

２戦以降もさらに活躍できるよう、みんなのお手伝いをしたいと思います!!! 

 

2018 年もチームを宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

TEAM MITANI 代表三谷知明 


