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88 号車

マネパ ランボルギーニ

織戸 学／青木 孝行／平峰 一貴

86 号車

クリスタルクロコ ランボルギーニ

山西 康司／細川 慎弥

公式予選

日付：2014 年 8 月 30 日 ( 土 )
天候：曇りのち晴れ
予選結果：88 号車 16 位、86 号車 23 位
観客動員数 : 25,000 人
接戦の中、鈴鹿テストの好調を活かせず残念な予選に
夏のビックイベントである鈴鹿 1000km、前回のリザルトや鈴鹿テストでの好調によ
り期待を持ってレースに挑みました。しかしながら、期待に反し公式練習ではタイム
が伸びないままセッションを終える事となりました。
午後の予選でも流れを変える事が出来ず、アタックラップ中に赤旗中断を受ける等の
不運も重なり 2 台とも Q1 突破ならず、88 号車 16 位、86 号車は 23 位と失意の予選
結果となりました。予選終了後 88 号車はクラッチ不調、86 号車もダンパーにトラブ
ルが見つかり決勝日に向けてメカニック達が懸命に作業を進めました。

88 号車 織戸学 コメント

合同テストから 88 号車は僕らなりに調子は良く、鈴鹿レースに入っても同じフィーリ
ングでした。いざ、予選が始まると思いのほか周りも速く思い切りプッシュしましたが、
ベストの出る周のシケインで赤旗出てしまいかなり残念でした。その後、赤旗解除後
にもプッシュしましたが、惜しくも Q1 敗退。悔しい予選となってしまいました。しかし、
決勝に向けてはチーム一丸頑張りたいと思います。
88 号車 青木孝行 コメント

今回の予選は今シーズン一番と言ってよい接戦でした。
故に、赤旗のタイミングが悪く織戸選手が不運でした。
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86 号車 エンジニア牧野成伸 コメント

昨年までの鈴鹿 1000km とは違い涼しげな予選日になり、タイヤもソフト方向をチョ
イスし山西選手が Q1 へ。午前中の走行でバランスは悪くなかったのですが、タイム
の確認が出来ず、ハンディウエイト 50kg＋Bop10kg が大きく感じました。
燃料も最少量にして山西選手でアタックを試みましたが、コース上のストップ車両回
収の為に赤旗中断、痛恨のタイヤベストコンディションのタイミングを逃してしまい
ました。Q1 再開後のタイムアタックもうまく行かず、23 位と今季最下位の予選とな
りました。走行後に判明したが、ダンパーにトラブル箇所が判明し、遅い原因と考え
られたので交換し日曜朝に確認する事にしました。
86 号車 山西康司 コメント

リアのグリップが薄く、まさかの予選結果 23 位でした。
86 号車 細川慎弥 コメント

走り出しはまずまずの状態だったのですが周回数を重ねるごとにバランスが崩れてい
きました。予選はそのままの状態で出走したのですがまさかの最後尾になってしまい、
翌日にむけダンパーの交換をしました。
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決勝レース

日付：2014 年 8 月 31 日 ( 日 )
天候：曇り
決勝結果：88 号車 13 位、86 号車 17 位
観客動員数 : 36,000 人
決勝も状況好転せずポイント圏外ながら 2 台とも完走
昨日のトラブルシューティング、セッティングの方向性を変更しフリー走行がスター
ト。各車条件が違う中のタイムですがチームとしては改善を感じ取れる結果となり決
勝に向けてミーティングなどを綿密に行いました。
いつもより早い決勝スタート時刻、長いレースが始まりました。折角改善して来たセッ
ティングの流れに対し、接触やピットスピードリミッタートラブルなどが発生、なか
なかリズムを取り戻せないままレースは進みました。後半にも接触、ダウンシフトや
ブレーキトラブルなどが続き残念ながら 2 台ともポイント圏外となるレースとなりま
した。その様なタフな展開の中、平峰選手は前のライバルに追いつくまで安定して良
いラップを重ね素晴らしいデビューとなり、嬉しい結果です。
88 号車は 13 位、86 号車 17 位と残念なリザルトとなりましたが、最後迄諦めずに完
走しデータ収集出来た事でレース週末に発生した事象の全てから学習し次レースに活
かして行きたいと思います。

88 号車 織戸学 コメント

決勝はコース上では周りと同じペースで走れていましたが、少し接触等もありピット
で取り戻そうとフロントタイヤ無交換作戦。しかし、鈴鹿の高加重には耐えきれずに、
スローパンクを 2 回起こしてしまいました。僕らの判断ミスです。
その後もコース上ではプッシュしましたが、最後のピットで 86 号車と重なってしまい
タイムロス、本来は起こってはならない事。その後も接触されたりと結果は 13 位に。
反省が必要なレース内容になってしまいました。応援してくれた皆様、本当にありが
とうございます。
88 号車 青木孝行 コメント

今回は 1000km と長いレースでしたので、序盤は無難に行こうと心掛け走行していた
のですが、後続車に追突されて序盤の流れを悪くしてしまいました。中盤以降はペー
スも良く順位も戻していきましたが、トラブルもあり最終的にはポイントを取ること
が出来ませんでした。悔しいですが、この気持ちを今後のレースの糧に繋げて行きた
いと思います。
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86 号車 エンジニア牧野成伸 コメント

ダンパー等には違和感無くセット方向も確認が取れたのでひとまず安心しましたが、
燃料を積んだ状態でのタイムが悪く苦しい戦略策定を強いられました。スタート担当
は細川選手、スタート直後に接触が有り最下位まで下がりタイムも上がらないので、
早めにピットインしリアのみ交換して復帰、43 周を走り山西選手に交代、燃料給油及
びタイヤ 4 輪交換し復帰しましたが、リミッター誤作動によるピット入り口でのスピー
ド違反が判明、ドライビングスルーペナルティーを受けました。
遅れを取り戻そうとしていた所、2 コーナーで 500 と接触しコースストップしました
が復帰出来 30 周を走り 4 輪交換して細川選手に、その後 28 周を走り山西選手に 4
輪交換で復帰、しかし 119 周目にシフトを伴うミッショントラブルが発生、タイムが
思う様に上がらないまま 29 周で最後のピット作業でリア 2 輪を交換し細川選手に、
シフトトラブルも治らずブレーキトラブルも発生、緊急ピットインし修復しコースに
復帰した。152 周、トップから 8 周遅れのチェッカーフラッグを受け、17 位完走となっ
た。
86 号車 山西康司 コメント

朝の走行で車に一体感が出て安心しました。スタートしてからは接触やペナルティな
ど流れがよくありませんでした。後半には、ダウンシフトやブレーキトラブルなどで
ペースを上げられず流れを取り返す事ができませんでした、悪いときはこういうもの
ですね。タイ戦までにしっかり流れを呼び戻して、表彰台を狙い頑張ります！
86 号車 細川慎弥 コメント

朝のフリーではトラブルは解消されましたが全体で見ると速くはなく、決勝を迎えま
した。決勝では接触・ペナルティー・トラブルと悪いものがすべて起こってしまい残
念なレースになってしまいました。次回のタイ戦ではこの悔しい思いをぶつけたいと
思います。
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監督 コメント
スーパー GT のレース、何処も素晴らしい大会ではあるが

やはり鈴鹿 1000km ！一番気合いが入る、前 2 戦の良い流れに乗りたい。
２台とも万全の体制で鈴鹿のピットに、何かメカニックさん達も良い感じ。
予選、決勝が楽しみになってくる。

朝のフリー走行から、今一タイムが出ない。

予選走行も、長い決勝を考えれば戦略構築に徹すればと思いセットを煮詰める。
結果は２台とも Q１敗退。但し 86 号車は終了後、フロントショックに不具合が見つか
る。決勝は万全の体制をメカニックさん達にお願い！

やはり、今回から適用された BOP ！ランボルギーニプラス 10kg それに
ハンディウエイト 50kg が予想以上に効いているかもしれない？
さあ、長いレースのスタート。

何故か 2 台とも、序盤から追突される！ 今日は運がないなあと思う。
ピットインもかなり考え 5 ピット作戦、何故か 2 台同時に入りタイムロス！
全て裏目。結果はドライバーの努力も虚しくご承知の通り！
レース終了後、初めて怒りで花火を見ていない。

全部悪い事が出尽くしたか！と思い次のタイ戦全員で力を合わせ頑張ろう。
しかし、予想を超える事あった。新人であり、初めての参加平峰選手

生憎、先行する外人選手に追いついてしまい、4 秒〜5 秒台のタイムが残念な 6 秒台
に

エンジニアもまだ GT 経験不足との判断から無理な追い越しを止めた。
これからの活躍を期待したい。

いろいろあった 1000km ！ 我々の最終目標の達成の為この結果を忘れず
今後にいかしたい。
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PHOTOS
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