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吉本 大樹／山内 英輝
山西 康司／細川 慎弥

公式予選

日付：2013 年 11 月 2 日 ( 土 )
天候：曇り
予選結果：88 号車 6 位、87 号車 8 位、86 号車 18 位
観客動員数 : 14,500 人

88 号車、87 号車がシングルグリッド獲得、決勝に期待
あっという間にシーズンも経過し、ついに最終戦となったもてぎ。フリー走行時から
88 号車、87 号車共に好感触でセッションを終えました。
曇り空で肌寒いコンディションは午前中と変わらずに始まった午後の予選。フリー走
行で好調の 2 台は勢いを維持してシングルグリッドを獲得。セッティングを調整し挑
んだ 86 号車も最終セクションまでは好タイムを記録していくも、トラフィックの影響
で Q1 突破を果たす事が出来ませんでした。

88 号車 織戸学 コメント

予選は今回 new エンジンになり、とても高いパフォーマンスを感じました。Q1 は 7 位、
Q2 は 6 位。明日は 6 番手よりスタート致します。
88 号車 青木孝行 コメント

今回は Q2 を担当させてもらい 6 位。満足できる順位ではなかったですが、今シーズ
ンの予選不調を考えると良いリザルトだったと思います。
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87 号車 エンジニア市川吉正 コメント

Q1 担当吉本選手。午前中の走行ではまずまずの車バランスであり、ニュータイヤの
フィーリングは確認出来なかったものの Q１をクリアすることが出来ました。
Q2 担当は山内選手。午前中の走行ではニュータイヤの確認は出来ていたので高順位を
狙いに行きましたが、タイヤの良い状態の時に遅い車に引っかかり 8 位で終わりまし
た。車のバランスは悪くないという事なので決勝に期待しています。
87 号車 吉本大樹 コメント

ベストなラップではありませんでしたが、無事山内選手担当の Q2 へバトンを渡すこ
とができて、久しぶりにまともな予選となりました。
87 号車 山内英輝 コメント

予選はブレーキローターを変えた原因で、練習のようにまとめ切れずタイムを伸ばす
事ができませんでした。悔しい結果でしたが、周回数を重ねてもタイヤの無駄だった
ので、2 周で予選アタックを終えました。

86 号車 エンジニア平井成治 コメント

公式練習からフィーリング悪くは無いがタイムが出ないという状態に陥ってしまって
いました。しかし、予選前のセッティング変更によって状況は改善され、予選アタッ
クでは最終セクションまではトップ 10 確実の走りでしたが前車に引っかかってタイム
ロス、18 番手の結果となってしまいました。
86 号車 山西康司 コメント

もてぎでのテストに不参加だったのでフリー走行ではタイヤと車のチェックに時間を
掛けて、最善のバランスを探りましたが、調子はイマイチ。
予選時には車は良くなっていましたが、トラフィックに阻まれて 18 位でした。
86 号車 細川慎弥 コメント

今回は予選アタックに向けてのセットアップを意識していました。
走り出してみると意外に 1 発のタイムが出ないので、更に予選に向けてセットアップ
を変更。予選は Q1 を担当しましたがセクター 4 で他のマシンに引っかかり Q2 進出
を逃してしまいました。
そこまでのタイムは悪くなかったので非常に残念な結果になってしまい申し訳なかっ
たです。

2/6

決勝レース

日付：2013 年 11 月 3 日 ( 日 )
天候：曇り

決勝結果：88 号車 5 位、87 号車 8 位、86 号車 13 位
観客動員数 : 30,000 人

88 号車、87 号車ともにポイント獲得、最終戦を締めくくる
日曜日も天候は変わらず、霧が立ちこめるなど肌寒いコンディション。
午前のフリー走行では 3 台共に 10 位以内に入り決勝に期待です。

レース序盤、86 号車がミニマムの周回数でピットイン、リヤのみ交換でのペースアッ
プでポジション挽回を狙います。88 号車、87 号車はピットストップタイミングを遅
らせ周回を重ねる戦略です。

88 号車、87 号車はタイヤ無交換を選択し、シングルポジションでの周回を重ねました。
87 号車には残念ながらバイブレーションが発生ポジションをやや落としてしまう物の

両車共にポイントを獲得する事が出来ました。86 号車は 5 ポジションアップを果たす
も残念ながら 13 位でした。

88 号車 織戸学 コメント

今回の決勝は固めのタイヤをチョイスし、始めからタイヤは交換無しで行く作戦でし
た。スタートは青木選手。タイヤを温存しながらも順位を上げてくれて、予定通りの
周回数でタイヤは交換無しでドライバーチェンジ、コースに戻って 5 番手。

その後はタイヤも気持ちよくキープしてくれるも、すこしずつバランスは落ち始め、
特に大きなバトル等も無く 5 番手フィニッシュとなりました。

久しぶりのシングルフィニッシュ。今期 88 号車は、いかんせんストレートスピードに
苦しんだ 1 年間。しかし、最後にハンディーも無い中気持ち良くレースさせてくれた
チームに本当に感謝致します。

そして多くの JLOC ファンの皆様、応援ありがとうございました。

88 号車 青木孝行 コメント

スタート直後の燃料の多い時は少し苦しかったですが、2 台抜いて 4 位に。ライバル
勢とバトルをして車にスピードが戻っていると実感できました。

タイヤ無交換の作戦予定だったのでブレーキとタイヤを少し労り、予定通りのレース
運びができたと思います。ピットで１つ順位を落としてしまいましたが、今季最後の
レースは自分達の better なレースができたと思います。
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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は山内選手。タイヤの無交換で高順位を狙う作戦。
スタートして順位を着実に１つ１つ上げ 33 ラップ目にピットイン。ドライバーを吉本
選手に代わり、残り 19 ラップを行かせる。ドライバーを交代した直後にフロント周り
から振動が発生し、思うようにタイムが伸びず８位に終わりました。
87 号車 吉本大樹 コメント

思っていた以上に周りのペースが速く、順調に順位を上げるにまではいきませんでし
たが、山内選手は 2 つポジションを上げて帰ってきてくれて、タイヤのライフが良かっ
た事からタイヤ無交換作戦を選択しました。
しかしながら、ピットアウトと同時に激しいバイブレーションに悩まされ、サスペン
ションが破損するのではないかと言う恐怖との闘いでした。どうやらピックアップが
原因だった様ですが、最後まで走れた事は良かったです。
結果的に開幕戦の 3 位表彰台以来、輝かしい成績が残せず残念なシリーズとなってし
まいましたが、ずっと変わらない応援頂いたファンの皆様、ラ・セーヌ様を初めとす
るスポンサー各社の皆様一年間ありがとうございました！
87 号車 山内英輝 コメント

スタートはまずポジションキープ。その後はローターの温度が上がり過ぎていたため
に全く効かず、序盤非常に苦しかったです。その中でも何とかポジションを上げ、前
が空いてから一気にペースが上がり、周りより速いペースで追い上げ 33 周目に交代し
ました。
吉本さんに変わった直後からマシンの振動が大きくペースを上げきれず 8 位という結
果で終わりました。最後はチーム全員でミス無くしっかりこなすことができました。
残りは JAF 戦のみとなります。
悔いが残らないように大暴れして結果を残せるように頑張ります。
この 1 年シリーズを通して応援していただけたファンの皆様。そしてスタッフの皆、
関係者の皆様。本当に 1 年間ありがとうございました！
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86 号車 エンジニア平井成治 コメント
最後の最後までタイヤ無交換で行くかどうか悩みましたが、結局リヤのみ交換してレー
スペースを上げる作戦を選びました。
第 1 スティントをミニマムの 18 周で終え、第 2 スティントをコンディションの良い
状態で追い上げる作戦でしたが、燃料が多い（重い）状態でのバランスが悪く、結局
5 つポジションを上げることしか出来ませんでした。
86 号車 山西康司 コメント
細川選手スタートでミニマムの周回数でピットイン。リヤのみタイヤ交換をして追い
あげることは成功しましたが、思うところまでは届かず 13 位でした。
自分としても結果を受け入れて反省し、前を向いて進みたいと思います。
86 号車 細川慎弥 コメント
今シーズン初のスタートドライバーを担当。早めのドライバーチェンジで前に出る作
戦でしたが、周りのチームもペースが速くポジション UP も難しかったです。
シリーズは終了しましたが JAF 戦があるので最後にスタッフ全員で笑って終われる
レースにしたいと思います。
監督 コメント
早かった。一年が。88,87,86, ドライバー、メカさん、スタッフみなさんお疲れ様。
最終戦茂木、全員がギャンブルを含め良く頑張ってくれました。ありがとう。
結果は、88.87.86. の順でしたが。
私は、今回はっきりと解りました。20 年かかってはダメですね。
1994 年全日本 GT 選手権黄色いカウンタック！楽しかった。事務局の皆様も一生懸命
手弁当でエントラント共に盛り上げようと努力してみえた。ル・マン、アジアシリーズ、
ドバイ、似たような気がする。正直、今の SGT 楽しくない。何故か解らない、決して
勝てないからではない。メーカー 3 社のご威光なのか！もともとランボルギーニでし
かレースをする気は無い。ランボルギーニで勝ってこそ私達の目指す処だから。
思えば前回のオートポリス 86 のメカさんが事故にあった、私には信じられない光景が
そこにはあった。我々は自ら救急車の手配ヘリの手配、等今出来る事を！しかし！周
りは原因、言い訳、知らない顔、挙句の果てにスタート前にヘリを飛ばすと GT の事
務局がうるさいとドクターが言う始末。思わずすぐ飛ばせと怒ってしまった。思わず
何か変！ 皆んなが今何が一番最優先か解っていない。ガッカリしました。
来年からランボ本社は変わります。新型車の開発も、過去とは違うはずです。
彼らは、日本の SGT を良く思っていない。毎戦チューニング出来る車両、一車種のタ
イヤ開発 BOP は機能しないだろう、どうも理解し難いようです。
「ランボルギーニの為に有難う、貴方は素晴らしいチーム。アジア、ヨーロッパで戦っ
て欲しい。」は本社の意見。お世辞かもしれませんが、限りなくイコールで戦いたい思
いは同じ。
来年 SGT に出場するか、迷う。20 年ずーっと日陰ではありながら走り続けた、絶対
ぶれずに、ランボルギーニがあったから。たくさんの素晴らしいスポンサー様、素晴ら
しい人々にも出会う事が出来ました。有難う御座いました。
JAF グランプリ、私達は初めて今後の選択肢を探す為にも全力で戦うと思います。
来年が一段と楽しみです。必ずランボルギーニと一緒です。
最後に、スポンサー様、世界一有名な JLOC の皆様ありがとう！
これからもランボルギーニの為 、頑張ります。
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