TEAM MITANI
2019 全日本トライアル R-7 東北大会 参戦レポート
「IAS １２-3finish 史上初

3 クラス制覇今季 2 回目‼」

★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（43 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（24 歳）

マインダー＆サポート ： 山中勉（山中玲美）

2019

＊印はスポット参戦での計画となります。

R-7

TEAM MITANI

パドック

■開催日:2019 年 11 月 3 日
■開催地:宮城県・スポーツランド SUGO
■観客:1,200 人■気温:18 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:4 時間 30 分（10 セクション×2 ラップ）

● 国際Ａ級スーパークラス

☆1 位☆:小川友幸

☆２位☆:氏川政哉

☆3 位☆:柴田暁

● 国際Ａ級クラス

☆1 位☆:武田呼人

6 位:村田慎示

24 位:冨名腰慶亮

● 国際 B 級クラス

☆1 位☆:広畑伸哉

12 位:福留大登

31 位:井之前拓実

● レディースクラス
４位:山中玲美
（R-7

東北大会）

私事 8 月 13 日に第 12 胸椎椎体骨折で入院しまして、第 5 戦は病院から応援。そして第
6 戦は自宅療養で応援予定が台風で中止。そして今回は回復していれば現地で応援と思い
まして調整しましたが、1 日起き上がれる時間が 3 時間という状況でしたのであきらめて
自宅で応援していました。
なんと!それが良かったのかｗ

前代未聞の歴史的快挙をチーム員が成し遂げてくれまし

た。
2019

全日本最終戦 SUGO 大会の快挙

☆IB 優勝

IA 優勝

IAS 優勝（3 クラス制覇）☆

☆IAS 表彰台独占 1-2-3

史上初☆

● レディースクラス
3 年目:山中玲美 24 歳
HRC クラブ MITANI RTL260F
今回は世界ランカーの参戦で、4 位でしたがランキン
グは 2 年連続 3 位に輝く。

● 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
125cc クラスはトライアルでは有りませんが
あえて 125cc でチャレンジして今回、2 勝目
の優勝、今季二回目のチーム 3 クラス制覇に
貢献してくれた。シリーズランキングも 2
位!!
☆シリーズランキング 2 位獲得☆
国際 B 級→国際 A 級自動昇格

2018GC 6 位ルーキー:福留大登選手

14 歳

GASGAS with MITANI PRO125racing
初年度入賞など果たすも、全日本の舞台にのまれ
ていた感がある。2020 IB エースとして一気に
飛躍して欲しいところだ。

大学生ライダー:井之前拓実選手

20 歳

GASGASwithMITANI PRO250GP
お兄ちゃんの時代からチームでトライアルの活動をしてくれている。井
之前選手は大学生。受験のため 2 年間トライアルを休んでいる状況から
今年復活してチームで最後まで戦ってくれました。地道にやるスタイル
で来年は A 級昇格を目指す。

● 国際Ａ級クラス
IA3 年目:武田呼人選手 17 歳
VERTIGO with MITANI COMBAT VERTICAL3.0
もてぎからアシスタントをしていただいている平田さんとのタ
ッグで、今季 4 勝目を挙げて国際 A 級クラスシリーズチャン
ピオンを獲得。IA3 年目でのうれしい結果。そしてチーム今季
二度目の 3 クラス制覇にも貢献してくれた。来期は就職もある
ので活動が未確定な部分はあるが、スーパークラスにチャレン
ジしてほしい。
☆シリーズチャンピオン獲得☆
国際 A 級→国際 A 級スーパークラス自動昇格

IA ベテラン:村田慎示選手 45 歳
HRC クラブ MITANI RTL300R
ランキング 3 位をかけて挑んだ最終戦ランキン
グ 5 位から 4 位にあげた 6 位入賞。
来期にも意欲を燃やすこの情熱と努力は、⾧年
にわたるトライアルへの思いがにじみ出てい
る。

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
今年も沖縄からお父さんが来て、活動して頂きました。慶亮くん
は ATJ に就職 栃木を拠点にトライアル活動しています。今年
はポイント獲得も惜しいところまで行きながらも後半戦苦戦とい
う結果でしたが、今年の IA1 年目の経験を生かして来年に向け
て取り組んで欲しい。

● 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
昨年よりはタイトル獲得へ,ポイント差はあるものの、王者として
の今年 3 勝目へのこだわりとプライドで挑んでくれました。前人
未到記録を達成した昨年の 6 連覇の記録を 7 連覇に伸ばして今季
3 回目の優勝で最終戦を締めくくった!!「強すぎるチャンピオ
ンだ」
☆シリーズチャンピオン獲得☆
国際 A 級スーパークラス前人未到 7 連覇達成

IAS2 年目ルーキー:氏川政哉選手 16 歳
GASGAS with MITANI

PRO300GP

待ちに待った本領発揮と言ったところか!!今
年の初めに発症した耳の病は相変わらずだとい
うこと、不運のシーズンだったが最後の最後
で、2 位表彰台という快挙を成し遂げた。
Top3 に食い込むと言うことは、ファクトリー
に食い込んだプライベートライダーと言うこと
になる。来季の SEIYA に大注目です!!

Vertigo エース:柴田暁選手 30 歳
VERTIGO with MITANI COMBAT
VERTICAL3.0
今年 2 回目の表彰台を獲得した。本人は優勝
をねらっていたはず,途中まで 1 位を keep し
つつも後半 SS で逆転を許しての 3 位。今年
は昨年に比べ安定している走りはできていな
かったランキングも 5 位と低迷していたが、
この最終戦で劇的な大逆転でのランキング 4
位を獲得する今季の活躍!!

表彰式

R-7

レデーィスクラス 山中玲美 4 位

IB クラス 広畑伸哉

1 位（2 勝目）

IA クラス 武田呼人

IAS クラス

1 位（4 勝目）

GATTI1 位（3 勝目）

村田慎示 6 位

SEIYA2 位 AKIRA3 位
TEAM MITANI

代表三谷知明

