
TEAM MITANI 
2019 全日本トライアル R-1 近畿大会 参戦レポート 

「IB ルーキーデビュー初出場 2 位表彰台‼」 
★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）                   ＊印はスポット参戦での計画となります。 

2019 R-1 TEAM MITANI Honda HRC GASGAS Vertigo パドック 

 

 



RACE DATA 

■開催日:2019 年 4 月 14 日 

■開催地:和歌山県・湯浅トライアルパーク 

■観客:1,050 人■気温:15 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 20 分（10 セクション×2 ラップ） 

 
● 国際Ａ級スーパークラス 

☆3 位☆:小川友幸 5 位:柴田暁 6 位:氏川政哉 
● 国際Ａ級クラス 

4 位:武田呼人 6 位:村田慎示 28 位冨名腰慶亮 

● 国際 B 級クラス 

☆2 位☆:広畑伸哉 31 位:福留大登 欠場:井之前拓実 
● レディースクラス 

4 位:山中玲美 

 

（R1 近畿大会） 

2019 は毎年恒例の開幕戦真壁での開催はなくなり、4 月に近畿で開幕となりました。 

湯浅はこれで 3 年目、昨年に続き天気予報は雨で強風との予報。鈴鹿市を朝 5:30 に出

発して約 3 時間 8:30 に会場に到着 まだ桜の残る山の中は春のロケーション。雨が降

ると沢がすごく滑りやすくなるのが特徴の会場。しかしセクションは簡単な設定のまま雨

も降らずに終わる意外な展開となった。 
 

● レディースクラス 

今年初挑戦:山中玲美 23 歳 

HRC クラブ MITANI RTL260F 

全日本レディース挑戦 2 年目を迎える。

シーリーズランキング 2 位を目標に飛躍

を狙う。しかし今年は 2017 年のランキ

ング 3 位小谷選手（IB）がフル参戦して

くるので、3 位を維持するのも厳しくなる

かもしれない、山中選手にとって正念場を

迎えるシーズンとなる。開幕戦は 4 位ス

タート。きっかけをつかんで飛躍できる事

を応援する。 
 



● 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 

久々のルーキー登場。トライアルを始めたのは

昨年 8 月!!7 ヶ月そこそこのトライアル歴。

全日本デビュー戦でいきなりの 2 位を獲得す

る。スーパールーキーだ。しかも周りは 250-

300cc を乗るライダーに 125cc で挑んでい

る。1 位が減点 3 点に対して 6 点とわずかな

差での 2 位。楽しみすぎる 14 歳登場です。 

2018GC 6 位ルーキー:福留大登選手 14 歳 

GASGAS with MITANI  PRO125racing 

今回は 31 位となったが、広畑選手の仲の良い友達

でも有り、良いライバルでもある。同じ年で福留選

手もトライアル歴 1 年に満たない。スーパールーキ

ーだ。2 人ともバイクトライアル（自転車）出身。

今後の福留選手、広畑選手を脅かすライバルになる

こと間違いなしだ。 

 

● 国際Ａ級クラス 

IA3 年目:武田呼人選手 17 歳  

VERTIGO with MITANI Vertical300 

IA3 年目を迎える。タイトルを目指し

て!!高校生活の最後をかけて挑む。新しい

マシンも気に入っていて、調子も良くてレベ

ルも上げてきている。開幕戦は 4 位。目標

に向けては不本意な順位だが、シリーズ戦最

終戦でタイトルとるための結果だと受け止め

て今後のシリーズ戦を戦って欲しい。 

 

ベテランライダー:村田慎示選手 45 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

今年も全日本参戦を決めて上田アシスタント共に結

果にこだわる試合展開で上位を目指す。今回は

4sec で痛恨のコースミス・・・・・が無ければ 2

位というポジションだ。まだまだ上位を狙える実力

は健在。また表彰台にくいこむ活躍を期待したい。 

 



沖縄出身初の国際 A 級ライダー:冨名腰慶亮選手 25 歳 

HRC クラブ MITANI RTL300R 

就職のため活動拠点を栃木に移して半年。なかなかト

レーニング、乗り込みも満足できない状態で一時はま

ともに走れないんじゃないかと心配しました。しかし

走りを所々みましたが、国際 A 級の走りをできていた

から一安心。そして結果も昇格組では 1 番の 28 位。

15 位圏内まではまだ遠いですが、今後満足に練習で

きる時間ができてくればポイント獲得の可能性は十分

だ。 

● 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 

新しいチーム「TEAM MITANI Honda」と共に新た

なシーズンを迎える。7 連覇を獲得する目標にむかって

始動。しかし開幕戦は予想外にイージーセクション、上

位陣にとっては神経戦過ぎる設定。調子が悪いのか良か

ったのかわからないまま終わった感じだ、たった一回の

ミスで勝負がついてしまう結果となった。シリーズ戦の

1 戦 1 戦が最後の結果になる、新チームに初勝利がま

ずは欲しい!小川選手の絶対王者の走りをそしてスーパ

ークラス上位陣の魅力的な走りを見てもらえるようなセ

クション設定にも期待したい。 

 

 

Vertigo エース:柴田暁選手 30 歳  

VERTIGO with MITANI COMBAT VERTICAL3.0 

今年も柴田選手、意識全開 やる気全開でのシーズン in だ。

シーズンオフにもみっちりトレーニングしていた。そして新し

いマシンとの相性も今までで最高レベルという。しかし周りを

意識しすぎている、もっと自分だけのレースをするようにすれ

ば、柴田選手はもっと良くなる。メンタルがずっと弱いから、

メンタルを強くと、取り組むのもいいことだと思うが、苦手な

ことを克服するより得意なことを伸ばした方が近道になる場合

もある。柴田選手独自の結果にこだわれる、もっとも適した試

合展開（自分のレース）を見つけるべきだ。良い走りしている

から期待度は大きい。 



IAS2 年目ルーキー:氏川政哉選手 16 歳  

GASGAS with MITANI PRO300GP 

3 月中旬 「突発性難聴」という病い、片耳がまったく聞こ

えなくなる。バランスはとれない、ふわふわしている、吐き

気がするなどのスポーツできない状態まで悪く。10 日間点

滴と休暇を取り治療に専念するもまったく治らないまま、今

回の開幕戦を迎える最悪の事態となる。大会中の走りは序

盤、誰もがクリーンの所で 2 点の足つき、ふらふらした足

つきは多々ある。しかし大きなミスはしていなかった。10

番くらいに、はいれれば・・・少しでもポイントをと願っ

た。なんと途中結果はスペシャルステージ残して 4 位と同

点の 5 位!!びっくりだ。応援に来てくれた地元の先輩方

のおかげもあり頑張ってくれました。スペシャルステージで

6 位にはなったものの期待以上の活躍をしてくれた。 

 

＊＊＊もしこのレポートを読んでいただいた方の中にこのような耳の病気から、このようにしたら復活

できたとか情報をお持ちの方がお見えになればおしえていただけると助かります、参考にさせていただ

きたいです 宜しくお願い致します。＊＊＊ 

 

R-1 表彰式 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM MITANI 代表三谷知明 


