Press release

SUPER GT Rd.7 AUTOPOLIS
RACE REPORT
TEAM JLOC
88 号車

マネパ

86 号車

クリスタルクロコ ランボルギーニ

87 号車

ランボルギーニ

ラ・セーヌ ランボルギーニ

織戸 学／青木 孝行

吉本 大樹／山内 英輝

山西 康司／細川 慎弥

公式予選

日付：2013 年 10 月 6 日 ( 日 )

※土曜日予選中止の為、日曜午前実施

天候：曇り一時雨

予選結果：88 号車 20 位、87 号車 12 位、86 号車 19 位
観客動員数 : 22,100 人

変則スケジュールなども影響し厳しい予選結果に
昨年と同様にレインコンディションで始まった第七戦オートポリス。

台風の影響もあり公式練習の開始直後から赤旗中断によりセッションはストップして
しまいました。その後、状況は改善する事無く土曜日の予選も中止となり一日を終え
ました。

日曜日朝に再スケジュールされた 25 分の予選。セッティングを調整出来ず、路面コン

ディションもタイヤに厳しい状況になった事が影響し JLOC3 台共に厳しい予選結果と
なりました。

88 号車 織戸学 コメント

オートポリス特有の天候悪化の為に公式練習・土曜日予選がキャンセルされ、日曜日
午前中に予選が開始されました。

路面はウエットでしたが、スリックでスタート。コースキープが良いと判断するが、
タイミングやカーバランス含めて、タイムをうまくまとめる事ができませんでした。

タイヤは 1SET にセーブし、決勝スタートは NEW タイヤからスタート。決勝に向け
てマシンをバランスさせたいです。

88 号車 青木孝行 コメント

難しいコンディションの中の予選でした。予選方式が変更になりましたのでアタック
は織戸選手にすべてお任せし自分はピットから無線で状況説明に徹しました。結果論

ですが僕としては２セット目のタイヤ交換を強く勧めるべきだったと後悔しています。
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87 号車 エンジニア市川吉正 コメント

天候悪化により決勝日の朝に予選が行われました。吉本選手がトライ。車両のセッティ
ングが出来ないままのアタックなので、タイヤ 2 セットを使う予定の作戦。

1 セット目のタイムはベスト 4 番手。次第に廻りの選手も順位を上げて来たところで、
2 セット目をトライ。車のバランスは良かったのですが、アタックラップでシフトに

トラブルがありタイム更新をすることが出来ず、12 番手で予選を終わることになりま
した。

87 号車 吉本大樹 コメント

濡れている所もまだ少し残っていました。予選寸前に大幅変更したセッティングがう
まくハマり、良いポジションを確保できそうだったのですが、路面状況が出来上がっ
てきた最後のタイヤでのアタックでギアシフターにトラブルが出てしまいアタックが
出来ず残念でした。

86 号車 エンジニア平井成治 コメント

土曜日の走行が悪天候のため数周しか出来なかったため、バランスの確認に不安を残

したまま日曜午前に変更された予選に挑みました。タイヤが全くマッチしなかった為、
タイムを全く上げることが出来ず、19 位に沈む事となりました。
86 号車 山西康司 コメント

日曜日朝 25 分のイレギュラーの予選。インターミディエイトで出て早めのスリックタ
イヤへ交換しました。結果的にタイヤを痛めて思うようにタイムアタックは出来ずに
19 番手でした。
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決勝レース

日付：2013 年 10 月 6 日 ( 日 )
天候：曇り

決勝結果：88 号車 12 位、87 号車 10 位、86 号車 13 位
観客動員数 : 22,100 人

厳しい予選結果から順位を挽回、87 号車はポイント獲得の 10 位フィニッシュ
変則の日曜日予選後には天候は回復し、決勝レースはやや不安定ではありますがドラ
イコンディションでのスタートとなりました。

レース序盤から 3 台ともポジションを上げる展開となりましたが、#87 はコンディショ
ンの変化からタイヤが厳しくなり早めのピットイン。以後、#86 #87 とルーティンの
ピットストップを完了すると後半からは JLOC のランデブー走行でポイント獲得を狙
う展開となりました。

レース後半 2 回目のピット作業を終えた #87 が、タイヤ交換後の好ペースを活かし他
の 2 台をオーバーテーク、10 位ポイント獲得となりました。#88 は 12 位、#86 は

11 位フィニッシュとなるも終盤の接触による 30 秒ペナルティ加算で 13 位となりま
した。

※日曜日午前の負傷したメカニックは現在無事回復致しました。
各種ご対応頂きました関係者の方々に深く御礼申し上げます。

88 号車 織戸学 コメント

決勝は後方からのスタート。今期はどうも予選も中盤戦以降うまくはまらない。しかし、
諦める事無く、青木選手からスタートしました。

スタート後少しずつ順位を上げていき、タイヤもセーブしてくれた青木選手が引っぱ

り、30 周目にドライバーチェンジ。ピットアウト後はプッシュを続けるも JLOC３台
が連なるレース展開。無理する事も出来ずに、そのままの展開に。最後は５００の車

両のスピンに巻き込まれコースオフするも、そのままコースに戻り１３位でチェッカー
を受けました。とても悔しい結果の一言です。

チームで努力は続けているものの、もうひとつスピードに乗れない現実。残るはシリー
ズ最終戦の茂木になりますが、是が非でも表彰台に乗りたいです。応援ありがとうご
ざいました。

88 号車 青木孝行 コメント

今回は雨上がりの路面でタイヤの摩耗が激しく、コースの状況が良くなるまでの序盤
はタイヤ痛めないようにかなり気を使って走行しました。

中盤からタイヤのコンディションも安定してきたのでペースを上げポジションも上げ
ることはできましたが、上位を狙うまではいきませんでした。

ポイントを取りたかったですが、現状で出来るレースはこなせました。次回、最終戦
は悔いのないレース内容で締めくくれるように頑張ります！
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87 号車 エンジニア市川吉正 コメント

スタートドライバー吉本選手。予定していたよりも路面温度が上がりチョイスしたタ
イヤのライフが心配な中で決勝スタート。徐々にタイムが落ち始め作戦を変更、タイ
ヤ交換を 10 ラップ目に行い硬めのタイヤに４本交換しました。その後、ラップタイム
はトップ５と同等に走り始め、順位は落ちたものの 35 ラップでピットイン。山内選手
に交代し給油とタイヤ交換。徐々に順位を上げて 10 位フィニッシュとなりました。
87 号車 吉本大樹 コメント

タイヤに厳しいと分かっていたので序盤は無理せずタイヤマネージメントを心掛けま
したが、数周でタイヤがダメになってしまい、余計なピットインを余儀なくされてし
まいました。その後はハード側のコンパウンドタイヤのパフォーマンスが高く、30 周
以上ドライブしてもペースも良かったので尚更残念でした。あとは全てのかみ合わせ
だと思うので最終戦茂木はその全ての歯車をかみ合わせられる様に頑張ります。

86 号車 エンジニア平井成治 コメント

スタートタイヤの抽選結果により、レースをニュータイヤで戦えることとなり、予選
で 2 セット使用した車両に比べて多少優位にレースを戦えることになりました。
第 1 ドライバーの山西選手も、それ程悪いペースではないのだが、予選順位が災いし
て 10 番手前後の走行になりました。第 2 ドライバーの細川選手も、もう一歩ペース
が上げられず、11 番手でチェッカーを受けたものの終盤の接触によるペナルティで最
終順位は 13 番手となりました。
86 号車 山西康司 コメント

序盤から順位を少しずつ上げ、タイヤもマネージメントしつつ 10 番手辺りまでポジ
ションを上げピットイン。結果的には、路面状況の改善によりタイヤのライフは充分
に持ちました。
しかし、全体を通して理想的なペースではなくスピードが足りない。86 チームとして
は、頑張りましたが、13 位となりました。次戦は、何とかスピードを取り戻して、きっ
ちり改善して望みたいと思います。
86 号車 細川慎弥 コメント

決勝レース、バランスは悪くないもののペースがあまり良くなくポジションアップも
出来ずに苦しい展開になりました。特にストレートが遅くブレーキングで追いつくし
か出来ない展開のままレースは終了してしまいました。次戦は最終戦なので悔いの残
らないレースにしたいと思います。
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監督 コメント
いよいよラスト 2 戦、気合いは肩透かしに、そんなオートポリスの戦いでした。
天候もはっきりせず、トラック路面も出来上がらず、これは大変だ。
悪い事が、当たってしまった。
是非今回は、タイヤ無交換、最悪 2 本交換と考えていましたが、私達の期待は・・・
只、ドライバー全員・エンジニア・スタッフは良く頑張ってくれました。
最終戦、心置き無く皆で頑張りましょう。
なお、素晴らしいメカの図師君が事故にあいましたが、元気だとお聞きし
ほっとしています。
最後に、この九州大会においてスタンドに沢山の JLOC 応援旗を見る事が出来
とても励みになりました。心より御礼申し上げます。
また皆と合流する日を心待ち致します。スポンサー様、応援団の皆様、
ご支援宜しくお願い申し上げます。
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PHOTOS
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