
TEAM MITANI 
2018 全日本トライアル R-2 近畿大会 参戦レポート 

「IAS 今季初優勝獲得！！」 
★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 4 月 15 日 

■開催地:和歌山県・湯浅トライアルパーク 

■観客:1,150 人■気温:15 度■天候:雨のち晴れ 

■競技:10 セクション×2 ラップ＋SS-2 セクション 

■持ち時間:５時間（10 セクション×2 ラップ） 

■最多クリーン数:小川友幸（ホンダ）／13 

 

● 国際Ａ級スーパークラス 

☆1 位☆:小川友幸 4 位:柴田暁 8 位:氏川政哉 
● 国際Ａ級クラス 

5 位:武田呼人 8 位:村田慎示  

● 国際 B 級クラス 

8 位:冨名腰慶亮 9 位:小倉功太郎  
● レディースクラス 

☆3 位☆:山中玲美 

 

（R-2 近畿大会） 

二年目となる湯浅。前日、大雨、突風で台風のような天気で、翌日の路面は超 WET（どろどろ）。

パドックのテントや本部のテントは飛ばされたり壊れたりと大きな被害が出ましたね。MITANI

のテントも一基壊れたみたいです・・・・。ベテラン勢が強い会場、やや走りにくい路面地形は雨

でさらに難しくて体力を奪われる過酷な大会となりました。 
 

 

● レディースクラス 

初挑戦:山中玲美 22 歳 

HRC クラブ MITANI RTL260F 

一時は 4 位まで落としていたが、後半逆転で二戦連続 3 位表

彰台を獲得した。しかし 2 位との点差が離されている状況な

ので少しづつでも差を詰めたいところですね。 
 

 

● 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 

沖縄から遠征での参戦。かなり優勝を意識し過ぎたの

か空回り、沖縄では体験したことない地質や路面、高低

差に戸惑い気味だった。いい経験になったと思う。順位

は 8 位だが、得たものは大きい!! 

 



 

IB4 年目:小倉功太郎選手 18 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

北海道から遠征での参戦。乗っていない、練習できない

環境になりかなりネガティブになっていますが、9 位と

ポイント圏内には入った。今後もっと北海道の生活が⾧

くなると苦しいシーズンとなるが、優勝経験のある実力

者なので期待したい。 

 

● 国際Ａ級クラス 

IA2 年目:武田呼人選手 15 歳  

Vertigo with Mitani COMBAT ICE 

HELL2.5 

真壁同様事前練習にも足を運び、今年にかける

気持ちがよくわかる。 

今回も 1lap 目 1 位!!1sec しか見ていないが

乗れていた唯一クリーンを出していた。調子を

持続させれる集中力 持久力が必要だ。最終 5

位だが、もう少しだと思う! 

 

ベテラン:村田慎示選手 44 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

事前練習に来場した会場。毎年の情熱素晴らしいが今

年の意気込みも半端ない。得意とする近畿だが、今年

は、開幕戦より順位を上げてきているのでこれからの

巻き返しに期待だ。８位。 

 

 

 

 

● 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 

1lap 目 6 位につける活躍だ。初表彰台も早くも実現か?期待

しましたね。しかし負傷と体力不足から失速。若手の筋力ア

ップはこれからの課題だ。しかしルーキーイヤーでの活躍は

昨年の久岡選手とほぼ同等。素晴らしい若手だ。 

 

 



Vertigo エース:柴田暁選手 28 歳  

Vertigo with Mitani COMBAT VERTICAL3.0 

2018 新しい ECU を装備した VERTICAL を駆る。柴田選手との

マッチングも良くて調子もいいみたいだ。今回は最後まで引きずる

ことがなく、減点をまとめていた。少しづつあげていくと大会前に

言っていた。4 位を獲得してシーズン通してのランキングアップを

狙う。今年は精神的にも強くなる AKIRA が見れる!! 

 

 

 

 

5 連覇 V7 チャンピオン:小川友幸選手 41 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

今季初優勝!!の一言では終われない今回の勝

利。序盤の小川選手は別人だった、ワーストに入

るくらいの前半だった。一時は 5 位で 1 位とは

13 点の差がある絶望的な状況・・・・。しかし

2lap 目ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ復活、会心の走りはあの

難しい湯浅のセクションを 1 点でまわった!!

大差があったが残り 1 つを残して同点まで追い

つめた。最終のセクションで 1 点逆転。そして

SS 2 つ残してリードしたのだ。緊張感半端な

い失敗は許されない SS を 2 つともクリーンして土壇場、奇跡的逆転劇の勝利をおさめたのだ。 

「素晴らしすぎる勝利に乾杯だ!!」 

 

 

 

 
 レディース 3 位山中玲美    国際 A 級 5 位武田呼人         国際 A 級スーパー 1 位小川友幸 4 位柴田暁    

2018 IA3 連覇 IAS6 連覇!!IB,IA,IAS3 クラス同時優勝も可能なメンバーです。 

NEXT RACE 

5 月 13 日 トライアル選手権 R-3 九州大会 玖珠 

TEAM MITANI 代表三谷知明 


