
TEAM MITANI 
2019 全日本トライアル R-2 九州大会 参戦レポート 

「IA 武田＆VERTIGO 初優勝‼」 
★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-2 TEAM MITANI Honda HRC GASGAS Vertigo パドック 

 

 



RACE DATA 

■開催日:2019 年 5 月 12 日 

■開催地:宮崎県・矢岳高原トライアルコース 

■観客:1,400 人■気温:27 度■天候: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） 

 
● 国際Ａ級スーパークラス 

☆2 位☆:小川友幸 5 位:柴田暁 7 位:氏川政哉 
● 国際Ａ級クラス 

☆1 位☆:武田呼人 5 位:村田慎示 16 位冨名腰慶亮 

● 国際 B 級クラス 

8 位:広畑伸哉 28 位:福留大登 36 位:井之前拓実 
● レディースクラス 

☆3 位☆:山中玲美 

 

（R2 九州大会） 

宮崎県えびの市で初開催の九州大会。金曜日に震度 5 の地震が発生して被害が心配されま

したが、問題なく開催へとなりました。今回は神戸経由で副監督と同乗しての九州移動、

金曜日の夜には、到着してホテルに入りました。会場はすごく恵まれた環境で、素晴らし

いところでした。黒土は、溶岩系の岩につくとすごく滑る性質でライダーはタイミングを

狂わされ苦しめられました。セクション設定の難易度もバランスよく難しく楽しめる、そ

してほとんど渋滞はなし。パーフェクトな主催でした。 
 

 

● レディースクラス 

2 年目:山中玲美 23 歳 

HRC クラブ MITANI RTL260F 

オフシーズンには自分の苦手な部分を克服に

いろいろな人からアドバイスをもらい、トレ

ーニングや練習に励んだ。しかし開幕戦は不

本意な４位と表彰台を逃した。中部戦では

NA でポイント獲得しているし好調な部分も

見せる。今回は自分の好きなように大会に挑

んで、３位表彰台に返り咲いた。 

 
 



● 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 

開幕戦でいきなり 2 位の活躍!!周囲の期待は大

きい。しかし今回は 8 位と大きく順位を落とす、苦

手意識などもあるかもしれないが、まだまだ経験が

必要なトライアル歴なのかもしれない。 

 

 

 

2018GC 6 位ルーキー:福留大登選手 14 歳 

GASGAS with MITANI  PRO125racing 

開幕戦よりは順位を上げて 28 位。福留選手もまだまだ

これから!!もっともっとアクセルを開けれるトレーニ

ングをしないと全日本のセクションは走破できない。 

がんばれ だいちゃん! 

 

 

 

復活の若手:井之前拓実 18 歳 

GASGAS with MITANI PRO250GP 

大学受験での 2 年おやすみしていたが、無事大学入

学も果たして、またトライアル界に戻ってきてくれ

た。小さいときから GATTI スクールを受講してく

れていた。グラチャンでは 2 位にはいるなど活躍。

しかしブランクは隠せない 36 位。これからトライ

アル感戻して少しづつでもあげてきてくれると嬉

しいですね。とにかく又チームの IB として活動し

てくれることが嬉しいです。 

 

● 国際Ａ級クラス 

IA3 年目:武田呼人選手 17 歳  

VERTIGO with MITANI Vertical300 

タイトルを目指す若手 no1!今回のチームでは一番

の話題となる、待ちに待った国際 A 級初勝利!!本

人も⾧かったと思うが、勝てて本当に良かった。

VERTIGO にとっても全日本で初優勝!!最高の仕

事をしてくれた!!ランキングも TOP。 



ベテランライダー:村田慎示選手 45 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

全日本の前の週にマシントラブル。 

全分解しての整備に見舞われた。 

しかも今回はアシスタントの上田さんがいない状況

と言う中での戦いでした。序盤減点を重ねるが終わ

ってみれば、5 位入賞という成績。今年も上位ラン

キングを目指していい調子だ。 

沖縄出身初 A 級ライダー:冨名腰慶亮選手 25 歳 

HRC クラブ MITANI RTL300R 

予想以上の成績を出してくれたというと失礼だ

が・・・・1lap 目 11 位につける!15 位圏内はま

だ遠いと思っていましたが、惜しくも 16 位とい

う、あともう少しでポイント獲得という所までき

た!!国際 A 級でポイントを獲得するのがどれくら

い大変なことか!、慶亮くんのルーキーイヤーでの

このポジションはすごい! 
 

● 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 

レース展開は、いつもなら勝ち試合!しかしレース

中にでる惜しいミスが気になった、会場独特の滑る

土と岩の感じを気にしている走りになっている感じ

もあった。結果的にはスペシャルステージでの逆転

で負ける事になるが、ニアミスがたくさんの中、1

位と同点、調子は満足いかないなか、TOP 減点な

のだ。「結果はくやしい!」 

 

Vertigo エース:柴田暁選手 30 歳  

VERTIGO with MITANI COMBAT VERTICAL3.0 

前日からマシンのセッティングで悩み。当日もセッティ

ングがうまくいかず、いろいろ試行錯誤しながらのレー

スとなった。今回はそんな不運もあるが 4 位に二点差、

3 位と 8 点差という惜しい結果、ただランキング 4 位を

守りたいだけに見えるから、上位 3 人を追い越す気持ち

は持ってほしい。最高位 2 位を獲得している事を思いだ

そう! 



IAS2 年目ルーキー:氏川政哉選手 16 歳  

GASGAS with MITANI PRO300GP 

体調は依然まったく優れないままの状態。

治らないみたいだ。不運すぎるこの時間な

んとかなって欲しいところ、良い走りもし

ているし、成績も悪くないから、体調が戻

ることを祈りたい。TOP3 が減点を食らう

中 SEIYA だけがクリーンという場面もあ

った。若い可能性に期待している。 

 

R-2 表彰式 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

早くも R-2 が無事終了。CITY TRIAL 世界戦 MOTEGI 全日本 MOTEGI と続きます。全日本初

開催の MOTEGI（関東大会）R-3 楽しみです。全クラス表彰台にのれるようサポートしていきます。 

 

 

TEAM MITANI 代表三谷知明 


