TEAM MITANI
2019 全日本トライアル R-4 北海道大会 参戦レポート
「IAS 2 連勝＆１２finish

IA 3 連勝‼」

★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 PRO300GP 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-４

TEAM MITANI

■開催日:2019 年 7 月 14 日
■開催地:和寒町・わっさむサーキット
■観客:700 人■気温:30 度■天候:曇り
■競技:10 セクション×2 ラップ＋SS-2 セクション
■持ち時間:4 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）／20
● 国際Ａ級スーパークラス

☆1 位☆:小川友幸

☆２位☆:柴田暁

５位:氏川政哉

● 国際Ａ級クラス

☆1 位☆:武田呼人

欠場:村田慎示

欠場:冨名腰慶亮

８位:福留大登

欠場:井之前拓実

● 国際 B 級クラス

☆３位☆:広畑伸哉

● レディースクラス
４位:山中玲美
（R-４

北海道大会）

今年は梅雨あけしないまま、北海道大会となりました。天候も土曜日

雨予報

日曜日曇

りとすっきりしない感じでしたが、毎年の北海道と比べると気温が低く過ごしやすい、そ
して朝夕は肌寒いくらい。セクションは、どのクラスも上位は精神的にハードな 10sec×
2lap となりました。MOTEGI での 3 クラス制覇の勢いは、持ち込めた!!

● レディースクラス
2 年目:山中玲美 23 歳
HRC クラブ MITANI

RTL260F

お父さん、お母さんはフェリー移動で、レミちゃ
んは飛行機移動での参戦となりました。前半調子
も良く乗れ１LAP 目２位!!しかし結果４位。減
点では２位に４点差と悔やまれれる結果となりま
した。表彰台のりたい気持ちはライディングに出
ている!!

● 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
今回は序盤での減点が響く結果となったが、前回、初
優勝の勢いは維持している。２lap 目のオールクリー
ンは立派だ。連続表彰台!3 位獲得!

2018GC 6 位ルーキー:福留大登選手

14 歳

GASGAS with MITANI PRO125racing
ぽろぽろ足つきは多いですが、連続ポイント獲得で結
果を出す走りができてきた。ラインの的確な判断、走
らせ方、セクションの攻略はまだまだ課題はおおいが
この成績ですのでこれからの可能性には期待がかかり
ます。

● 国際Ａ級クラス
IA3 年目:武田呼人選手
VERTIGO with MITANI

17 歳
COMBAT

VERTICAL3.0
今回はアシスタントは、地元北海道の大同さんに
お願いしての参戦。ここんところ毎回アシスタン
トが変わるのも異例だが、各地で協力くださる方
が見えるのも武田の人徳だ。勢いは止まらない 3
連勝を達成。若手の変貌はこうなると強い。ライ
ディングも自信に満ちている。

● 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
北海道は、応援してくださる方がたくさん。第
二の地元といってもいい得手のいい会場だけ
に、プレッシャーもさぞかし大きい。
チャンピオン争いをする頂点の戦いだとライダ
ーのイメージするマシンの動きとが違った場合
ミスして 5 点になる、それが 4 セクションで
の痛い失点‼この減点は最後まで尾を引くこと
になる、ファーストステージ 3 位

TOP4 点

差という状況。しかし SS1 でまさかの展開
に!先行トライでただ一人の会心クリーンで通
過すると、ライバルがまさかの失点により大逆
転に成功して最終でクリーンすれば優勝という
チャンス!!緊張する中でしたがキッチリ、クリーンで決めてくれた!!やもえない失点を理解してマ
シンの状態を理解して、この後を走らせていく我慢と頭脳戦、今の自分、今のマシンの状態を理解して
試合を考えベストを維持する勝つ為の走り方は、私達スタッフも感心させられます。そして我慢の走り
の最後には、大逆転優勝を手に入れると言う北海道大会でした

Vertigo エース:柴田暁選手
VERTIGO with MITANI

30 歳

COMBAT

VERTICAL3.0

北海道出発 3 日前に、バイクトラブル。修理、
調整に時間がかかるためぎりぎりばたばたで
の、北海道出発でした。柴田も北海道は、得手
のいい会場。1lap 目 4sec7sec で 1 点とった
だけの減点２で単独 top で折り返す!!こんな
展開は初めてだ。2lap 目も 5 点をとるも、く
ずれずまとめあげて 2 位をかくほ、するとＳＳ
でも最終でクリーンすれば 2 位を決めれるとこ
ろで決めてくれるなど今回の柴田はパーフェク
トだった。チーム援護ポジション＆チーム 12finish＆自己最高位と不運なトラブルもあった
からこその結果みたいな大活躍だ!!

IAS2 年目ルーキー:氏川政哉選手

16 歳

GASGAS with MITANI PRO300GP
大きく減点を取ることはなかったが、少し
づつ不本意な足つきで減点があった。しか
し熾烈な 4 位争いを繰り広げた。上位 5 位
の先輩ライダーと対等に戦う、たのもしい
若手ライダーは、2lap 終了時点で 4 位同
点の 17 点。ＳＳ１でこそ 3 点でしたがＳ
Ｓ２で最初にクリーンで通過して周囲を盛
り上げていました。結果的には 1 点及ばず
の 5 位入賞でした。IAS にはランキング 3
位までの大きな壁

ランキング 5 位までの

壁がありここを超える選手が⾧い期間出てきていないなか政哉が割って入ろうとしてきている。まだ少
し時間がいるかもしれないがきっかけをつかんだ時の若手は大きく変わる可能性を秘めているから近い
将来の変貌に大きく期待しましょう!!
表彰式

R-4

レデーィスクラス 山中玲美 4 位

IB クラス 広畑伸哉

3位

IA クラス

IAS クラス

武田呼人

GATTI2 連勝

3 連勝

AKIRA2 位

SEIYA5 位
TEAM

MITANI

代表三谷知明

