
TEAM MITANI 
2018 全日本トライアル R-4 北海道大会 参戦レポート 

「IAS 今季二勝目 IB 初優勝‼」 
★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） 井之前拓実（18 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 R-４ TEAM MITANI HRC Vertigo パドック 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



■開催日:2018 年７月１５日 

■開催地:北海道 和寒 

■観客:５００人■気温:2７度■天候:曇りのち雨 

■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) 

● 国際Ａ級スーパークラス 

☆１位☆:小川友幸 ☆３位☆:柴田暁 ☆５位☆:氏川政哉 
● 国際Ａ級クラス 

☆５位☆:村田慎示 ９位:武田呼人 

● 国際 B 級クラス 

☆１位☆:冨名腰慶亮 ４位:小倉功太郎 欠場:井之前拓実 
● レディースクラス 

☆3 位☆:山中玲美 

 

（R-４ 北海道大会） 

天気は、雨予報!今年の全日本の予報は、ほぼ雨・・・・!チ－ムは相性のいい北海道だがこの雨

が「吉」とでるか「凶」とでるか。 

北海道の皆さんからたくさんの応援、差し入れいただきました。ありがとうございます。 

当日は朝から大雨、コンディションは超マディ。最悪の路面でのレスとなりました。 
 

 

● レディースクラス 

今年初挑戦:山中玲美 22 歳 

HRC クラブ MITANI RTL260F 

苦手意識の滑る路面と斜面に苦戦結果的のは表彰台だ

が課題の残る大会となった。 

しかしこれで４戦とも３位表彰台にのる活躍!!全戦

表彰台!!目指す!! 
 

 

● 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 

ついについに念願の初優勝!!飾る!!今回も事前鈴鹿入

りして行動をともにして参戦するスタイルだ。 

この勝利は、大きい、今後のレスに生かせる初優勝だ!! 

ランキングも単独 TOP!! 

 



 

IB4 年目:小倉功太郎選手 18 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

九州大会で５位、そして今回の北海道大会の前日

までトライアル車にまたがっていない大学生活。

練習は今回の土曜日のみだが４位に入る活躍だ。

大学生活と全日本を両立させる。これからもがん

ばれ!! 

 

 

● 国際Ａ級クラス 

ベテラン:村田慎示選手 44 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

九州大会から、今年の調子をつかみはじめた。きっか

けは大事だ。なかなかスランプから抜け出すのも難し

いことだが、今回もきっちり５位入賞して、後半に向

けて調子を徐々に上げていく! 

 

IA2 年目:武田呼人選手 15 歳  

Vertigo with Mitani COMBAT DOUGIE 

LAMPKIN2.5 

二ュマシン乗り換えての参戦だ、ここ二戦雨の

大会に大苦戦しているが、なんとか 9 位にはい

り新しいマシンを無事デビュさせた。 

 

 

 

 

 

● 国際Ａ級スーパークラス 

IAS ルーキー:氏川政哉選手 15 歳  

GASGAS with MITANI PRO300GP 

ついにきた!!若手 15 歳にしての 5 位入

賞だ。待ちわびた好結果に「一安心」大会直

前にエンジントラブルに見舞われたが、お兄

さんの修復作業もみのった!!みんながうれ

しい結果となった。 

 



 

Vertigo エース:柴田暁選手 28 歳  

Vertigo with Mitani COMBAT DOUGIE 

LAMPKIN3.0 

前回ニューマシン 2018 ドギーランプキンレプリカ 300

に乗り換えたが。世界戦の経験で大幅に仕様変更しての参

戦。2 戦以降、戦い方がかわった!意識するところを明確

にしてそこに徹底して集中する。失敗しても引きずること

なく今迄みたいに大幅に大量減点を取らなくなったのが大

きな変化だ。まだまだ 100 パ－セント出し切れないが結果

は出てきた昨年に続き北海道は 2 年連続表彰台だ!! 

 

5 連覇 V7 チャンピオン:小川友幸選手 41 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

難しいレ－スになるだろうとは、予想はしていたが、やは

り難しかった。ライバルの重要性がすごくわかる大会とな

った。勝負するのも、レ－スするのも自分自身との戦いだ

が、意識が働くとこんなに変わるのかという状況となっ

た。そんな状況でも「優勝」するところが 5 連覇王者の強

さだと思う。決めなければいけないここぞという時の勝負

所での走り、百戦錬磨の貫録をみなさんにも見てほしい。

感動します!!今季二勝目!!ランキング TOP だ!! 

表彰式 
レディ－ス             国際 B 級               国際 A 級           国際 A 級スーパー  

 

2018 MOTOAWARD 全クラスで参加 目指してチーム一丸頑張ります。 

NEXT RACE 

９月 1 日 全日本トライアル選手権 R-５ 中国大会 広島県灰塚トライアルパーク 

TEAM MITANI 代表三谷知明 


