
 TEAM MITANI  
2022 全日本トライアル R-8 東北大会 参戦レポート 

「IAS1-3 位 IB3 位 表彰台」 

★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 監督兼 副監督・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 川添蒼太 

VERTIGO with MITANI マシン： NITRO3.0  

武田呼人 （世界戦 スペイン戦参戦） 

GASGAS with MITANI マシン：GASGAS PRO300GP  

廣畑伸哉 福留大登  

 

出場選手権：全日本トライアル選手権（全7 戦）   CITY TRIAL（IASのみ全 8戦へ全日本格式）      

● 国際Ａ級スーパークラス 

ライダー   ：  小川友幸（46 歳） 氏川政哉（19 歳） 廣畑伸哉（18 歳） 村田慎示（48 歳） 

アシスタント or サポート ： 田中裕大（小川友幸選手） 氏川湧雅（氏川政哉選手） 田中裕人（廣畑伸哉選手） 上田万法（村田慎示選手） 

● 国際Ａ級クラス 

ライダー   ：  福留大登（17 歳）  

アシスタント ：  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（21 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（26 歳） 

アシスタント ： 楠 貴裕（山中玲美選手）      

メカニック フォロー 顧問 相談役 ： 小川千秋 藤波由隆 三谷英明 三谷知明 川村道徳 廣畑佳伸 中谷博彦 田中芳樹 

          

 

2022 全日本活動 メンバー 変更事項について 
 

☆ 川添蒼太選手が GASGAS からホンダに乗り換えて参戦 

☆ 今年度より TOHO レーシング様からチームのバックアップをしていただくことになりました。 

☆ ヘルメットが SHOEI 様→ARAI 様に変更になりました。 

 

 



RACE DATA 

■開催日:2022 年 10 月 23 日 

■開催地:宮城県・スポーツランド SUGO  

■気温:21 度■天候:晴れのち雨 

■競技:10 セクション×2 ラップ＋SS-２セクション 

■持ち時間: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 ☆3 位☆:氏川政哉 ☆10 位☆:村田慎示 怪我:廣畑伸哉  
● 国際Ａ級クラス 

4 位:福留大登  

● 国際 B 級クラス 

☆3 位☆:川添蒼太   
● レディースクラス 

4 位:山中玲美 

 

（R-8 東北） 

10 月の SUGO は、いつも寒いのですが今年は暖かめの気候で過ごしやすく快適でした。 

天気は、最終的に雨が降り出すという、2022 全日本全戦で雨が降らなかった大会は、な

かった。SUGO その雨が吉と出たのかもしれませんね。最終戦の結果としては、これ以上

にない有終の美でシーズンのお幕を閉じることになりました 全クラスにおいて最高の結

果でした。 

 

2022 R-8 TEAM MITANI パドック 

 

 
 



ゼッケン 13:川添蒼太選手 21 歳  

HRC クラブ MITANI RTL260F 

 

前週の中部選手権で圧勝!!その勢いを持ち込み神経戦の

IB で自身最高位、3 位表彰台を獲得する!!今回はお父

さんと 2 人での遠征、親子 2 人 3 脚のコンビがよかった

のだと思います。親子で支えあい一つの目標へ突き進み、

効果が出た理想の結果だ!ランキングは 7 位!来年の活動

は、これからチームと本人で決めたいと思います 
 

 

 

● レディースクラス 
ゼッケン 3:山中玲美 26 歳     

HRC クラブ MITANI RTL260F 

 

どちらかというと、努力型のスタイル。そして良きパート

ナー（アシスタント）、良き環境、お母さんのバックアッ

プ、ほんとうに～～～～～REMI ちゃんよく耐えた よか

った!!!最終戦までもつれ込むタイトル争い、上に行っ

た方がチャンピオンという状況、そして最終 lap 最終 sec

までリードされていての大逆転での「2022 チャンピオ

ン!!」努力型＝我慢ができる走りに磨きがかかった結果

だ!!最高だ!!おめでとう!!!思い切りお祝いしまし

ょう!! 

 

● 国際Ａ級クラス 

ゼッケン 8:福留大登選手 17 歳   

GASGAS with MITANI  PRO300GP 

 

今回も最後の最後で 5 点をとってしまうケースがあった、

しかし今回は、まとめるところはまとめて減点を減らし

て、センスのひかる部分も結果につながった!!4 位!!

そしてランキング争いも最後の最後で逆転でのランキング

5 位を獲得して、2023 IAS 昇格への切符を手に入れ

た!! 

 

 

 

● 国際 B 級クラス 



 
● 国際Ａ級スーパークラス 
ゼッケン 1:小川友幸選手 46 歳 

TEAM MITANI Honda RTL300R 

 

ここのところ遠ざかっていた、勝利。最終戦はタイトル獲得も

あるので最優先は、無難に走り切ろうというのがあります。と

ころが王者としてのプライド 意識は、結果にこだわってい

た。ほぼミスもなく完璧だった。スペシャルステージを待たず

して、今期 4 勝目が決まった!!完璧な 10 連覇 V12 の獲得劇

でした!!前人未到 10 連覇記録更新 トライアルトータルタ

イトル数新記録の 12 回!!史上最強チャンピオンの誕生で

す!! 

 
● 国際Ａ級スーパークラス 
ゼッケン 3:氏川政哉選手 19 歳 

TEAM MITANI Honda RTL300R 

 

前回優勝からいい流れでいきたいところそして、現在 4 位か

ら 3 位に逆転を狙い走る。4sec で唯一 2 点通過 10sec で

も 3 点通過など誰もが苦戦しているところ勝負所での走破力

が光り、3 位を keep。2 点差のランキング争いでしたので 3

位を keep すると 1 点逆転での 3 位という状況のプレッシャ

ーの中自力でランキング 3 位を獲得に成功した。 
 

● 国際Ａ級スーパークラス 
ゼッケン 11:廣畑伸哉選手 18 歳 

GASGAS with MITANI  PRO300GP 

 

練習中の怪我で残念ながら欠場となりました。 

 
● 国際Ａ級スーパークラス 
ゼッケン 17:村田慎示選手 48 歳 

HRC クラブ MITANI RTL300R 

 

後半 3 戦で IAS のセクション走破への進化が光るシーズンとな

った。今回は合計 8 個のセクションをぬけて、2 戦連続で SS 進

出する 10 位。 結果 10 位。IAS 勢いのある若手勢の追撃を振

り切る、ベテランの走りを披露した。来年の活動はこれから決め

るみたいだ。 



 

 

 

   表彰式 IB                    表彰式レディース   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

 

表彰式 IA                     表彰式 IAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXT YEAR 

2022 年も大変お世話になりました。ライダーそれぞれの 2023 の活動内容は、2022 結果報告 2023

活動報告でお知らせさせていただきますのでしばらくお時間いただけるよう宜しくお願いいたします。

この 1 年間のチームの活躍は、応援くださる皆様のご協力のおかげです。本当にありがとうございま

す。引き続き熱い応援宜しくお願いいたします。 

 

TEAM MITANI:三谷知明 


