
TEAM MITANI 
2021 全日本トライアル R-2 関東大会 参戦レポート 

「IAS&IA アベック優勝達成！！」 

★2021 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 氏川政哉 

HRC クラブ MITANI  マシン：RTL300R RTL260F 

村田慎示 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 PRO250GP  

廣畑伸哉 福留大登 川添蒼太 

出場選手権：全日本トライアル選手権（全 7 戦）   CITY TRIAL      

● 国際Ａ級スーパークラス 

ライダー   ：  小川友幸（44 歳） 柴田 暁（31 歳） 氏川政哉（18 歳） 廣畑伸哉（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））廣畑佳伸（廣畑伸哉選手）  

● 国際Ａ級クラス 

ライダー   ： 村田慎示（46 歳） 福留大登（16 歳）  

アシスタント ： 上田万法（村田慎示選手） 福留良太（福留大登選手）  

● 国際 B 級クラス 

ライダー   ： 川添蒼太（20 歳） 

アシスタント ： 川添真也（川添蒼太選手） 

● レディースクラス 

ライダー   ： 山中玲美（25 歳） 

アシスタント ： 楠 貴裕（山中玲美選手）              

 

2021 全日本活動 メンバー 変更事項について 
☆ 武田呼人選手は単身、スペインでの 2 回目の活動にすでに渡欧して活動中です。VERTIGO

を拠点にレース活動に励む計画となっているみたいで楽しみです 

 

☆ スーパークラス 4 人体制となりました。 

 

☆ 広畑伸哉選手が、トライアル練習中、転倒による手首骨折で開幕戦は欠場となりましたが、今

回の茂木から完全復帰出場します、応援宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 



全日本トライアル選手権 第 2 戦関東大会 

■開催日:2021 年 5 月 30 日 

■開催地:栃木県・ツインリンクもてぎ 

■観客:3,300 人■気温:25 度 

■天候:晴れ時々曇り、一時雨 

■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） 

■最多クリーン数:小川友幸（ホンダ）／10 

 
● 国際Ａ級スーパークラス 

☆1 位☆:小川友幸 4 位:柴田暁 6 位:氏川政哉 14 位:広畑伸哉 
● 国際Ａ級クラス 

☆1 位☆:村田慎示 14 位:福留大登 

● 国際 B 級クラス 

16 位:川添蒼太 
● レディースクラス 

4 位:山中玲美 

 

（R-2 関東大会） 

難しい状況ではありましたが、完ぺきな対策で緊急事態宣言のなか開催されました。 

茂木の大会はパドックやら施設がすべてにおいて、綺麗で、レース参戦させていただいて

いるチームとしてとても参戦しやすく楽しみな大会です。今回は IAS ルーキーの広畑選手

が怪我から復帰して、勢ぞろい フルメンバーでの参戦です。コロナ禍で依然厳しい状況

の中、サポートしていただいているスポンサーの皆様、現地や SNS で応援していただい

た皆様、ありがとうございました。 

 
（2021 R-1 チームパドック） 

 



 

● 国際 B 級クラス 

IB1 年生 ルーキー:川添蒼太選手 20 歳 

GASGAS with MITANI  PRO250GP 

 

前日原因不明の CDI トラブルに見舞われたが、原因不明

でエンジン始動してのレース参戦となった。 

今回もスタートは硬かった、1lap 目 28 位とかなり減点

をとるも、2lap 目 4 点で 2 位の成績を残している。緊張

がほぐれてくる後半いい走りをしていることは実力を持っ

ている証明。自分のレースを早く見つけ出そう。 

 

 
● レディースクラス 
全日本 5 年目:山中玲美 25 歳 

HRC クラブ MITANI RTL260F 

 

MOTEGI は苦手な会場だけに、楽しめない

で走っている感じだ。成績は 4 位だが、内

容がやはり苦手意識を隠せていない感じだ。

調子がいい選手なので、気持ちで勝っていっ

てほしいところだ。次戦の切り替えに注目で

す。 

 
 

● 国際Ａ級クラス 

IA ベテラン:村田慎示選手 46 歳  

HRC クラブ MITANI RTL300R 

 

意識が違う走りを前半みた、調子もよく、実力が

あってもなかなか思うようにいかないのがレース

だが、必ず勝つ意識で、勝ったのだから素晴らし

い。これは大きな自信につながる結果だと思う、

たまたま調子が安定していて周りが崩れて優勝し

たのとは、違うんだ、真っ向勝負して勝った勝利

だ!!ライダーとしての強さが出ている今シーズ

ンは、本気で楽しみだ! 



 

国際 A 級ルーキー:福留大登選手 16 歳 

GASGAS with MITANI  PRO300GP 

 

スタートから調子が空回り状態で、取りもどせ

ないまま、レースが終わってしまった感じだ、

センスのいい走りをするライダーなのだが、見

た目綺麗で上手な走りをするのと、成績を出せ

る走りは違うからトライアルの難しいところだ、

ぶれない リカバリーできる走りができて、セ

ンスが入ると最高なのだ。ぶれても、すべって

も同じ走りのままなのが今の大ちゃんの走りだ。

次戦には修正してもらおう。 

 

 

 

 

 

 
● 国際Ａ級スーパークラス 
無敵 8 連覇王者:小川友幸選手 44 歳  

TEAM MITANI Honda RTL300R 

 

ついに出ました絶対王者の走り!!!ぶっちぎりの圧勝!

開幕 2 連勝!!開幕戦の勝利は勝利でチャンピオンの貫禄

逆転勝利だった。今回は今回で 他を寄せ付けない、徹底

的に差を広げていく走りは最終的に、2 位に 22 点もの差

をつける勝利、この先誰か勝てる選手がいる??と思わせ

るくらいの R-2 完ぺきな仕上がりだった!!もちろんラン

キングも単独 1 位だが、次戦にはチャレンジャーかのよう

な、取り組みでの、戦う姿勢に切り変わる、平常心を崩さ

ない高い意識と徹底したこだわりで、直向きに事前調整し

ているのが小川流だ!!今シーズンは、この連勝をどこま

で伸ばせるか楽しみです。 

 



Vertigo 歴 6 年目:柴田暁選手 31 歳  

VERTIGO with MITANI COMBAT 

VERTICAL3.0 

 

大きな精神状態の乱れもなく、リズムよくセクショ

ンをこなしていた、柴田選手にしては珍しく冷静な

展開をみせていた、絶好調な状況ではないものの、

大きく乱れることがなかった。安定して走ることが

できていた、真に成績を出せる展開を実証したので

はないか!!絶好調な時ほど崩れた時の、乱れた精神状態をとりも出せなくなるのが柴田選手なので、

自己ベストなレース展開に近かったはずだ。今シーズン最高位の 4 位を獲得した! 

 

今期注目度 No1:氏川政哉選手 18 歳  

TEAM MITANI Honda RTL300R 

 

不運と判断ミスの悪いリズムとなってしまった、注目の氏川

選手、スタートの 1sec でいきなりクラッチトラブルであり

えないインでの 5 点。調子を取り戻したい序盤 3sec でもテ

ープカットでの 5 点。開幕戦の勢いを持ち込みたかった今回

は逆に、完全にリズムを崩されてしまった、意識が働けば働

くほどに逆方向、減点加算へと流されていった感がありまし

た。期待がかかればかかるほど、精神的にはきついはずです

が、乗り越えて期待にこたえていただきましょう～!! 

 

 

2020 国際 A 級無敵チャンピオン ルーキー:広畑伸哉選手 

16 歳 

GASGAS with MITANI  PRO300GP 

 

手首骨折からの復帰戦となった今回の R-2。怪我の影響はほと

んどないくらいまで回復しているという。スーパー初チャレン

ジということもありますが、IA からのセクションとの難易度

の違いに戸惑っている様子でした。R-1 に比べても設定レベル

がかなり上だったからよけいだったのだろう。 

しかし堂々と IAS のセクションを攻める姿はルーキーとは思え

ない貫禄にさえも見えるところはただものじゃない。結果は

14 位だが今年中に、上位に食い込む活躍も、みれるのでは、

ないかと期待させられる新人だ。 



 

表彰式 は 雷雨のため中止となりました。 
 

Next RACE 

緊急事態宣言により 6/13 全日本 R-3 7/11 全日本 R-4 は延期となり、次戦未定となりました。 

今のところは,9/8 の全日本中国大会が次戦となります 

 

 

武田呼人選手 WORLD の舞台へ 
 

2019 年 国際 A 級タイトルを獲得して、2020 年 VERTIGO 本社を訪問 1 週間の訪問後 2020

年 9 月からワーキングホリデーVISA で 7 カ月 BARCERONA 滞在して、 VERTIGO 本社のサポー

トを獲得、そして OFFICIAL ライダーとして、2021 世界選手権 TRIAL2 に、VERTIGO COMBAT 

R3 3.0 でフル参戦する!!!日本人としてこのような実績は、過去に例がない。単身、VERTIGO

に乗り込んで得た体制だ!!素晴らしい若者の行動力だと思います。みんなで応援宜しくお願いいたし

ます。 

 

 

TEAM MITANI 

三谷知明 

 


