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織戸 学／青木 孝行

山西 康司／細川 慎弥

公式予選

日付：2014 年 10 月 4 日 ( 土 )
天候：晴れ

予選結果：88 号車 7 位、86 号車 20 位
観客動員数 : 42,597 人

2 台とも走り出しから好調な中、トラブルにより予選は明暗を分ける結果に
Super GT 初開催、タイのブリラムにある Chang International Circuit。本サーキッ

トで初の国際規格レースとなる為、注目を集める予選日。路面・縁石ともにとてもフラッ
トで整備が行き届いており練習走行の段階から運営にも全く問題無くスムーズにセッ
ションは進んでいきました。

走り出しの段階からマシン、そしてシミュレーターでトレーニングを積んで来た 4 人
のドライバーは良いタイムを計測しており、予選に向けて期待の持てる結果。その勢

いを維持して 88 号車は Q2 に進出 7 位に。86 号車は電気系トラブルが発生、予選も
完全なアタックラップは計測出来ず 20 位となりました。

88 号車 エンジニア市川吉正 コメント

ついに今シーズンからシリーズに加わったタイラウンド。待望のファーストラン、ま
ずは織戸選手からスタート、当初の予定通りセッティングよりもドライバーの完熟に
重点をおいて走行、織戸選手は事前にシミュレーターでこのサーキットを練習してい
た為、無駄な走りを抑えシミュレーターとの誤差を修正。その後セットを微調整し青
木選手と交代、まずまずのフィーリングを得て走行終了となりました。

予選日は昨日の完熟走行から一変して予選と決勝に向けてセッティングの為の走行。
パッカーや車高、ウイングなど、決勝のセットも考慮しつつ、予選に向けてのセット
を煮詰めました。予選 Q1 は織戸選手がアタック、序盤は路面が全くグリップせず思
うようにタイムが上がらず苦戦。しかし、終了間際に渾身のスーパーラップを見せ 4
位で Q1 突破できました。

Q2 は青木選手のドライブ、４ラップ目に 1 分 35 秒 068 をマーク。この時点で 4 位、
その後アタックを続けるも他車の追い上げで 7 位に。決勝に向けてまずまずの位置か
らスタートになりました。
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88 号車 織戸学 コメント

テストから順調でした。予選はそのままの良い流れをベースにアタックタイムを出せ
たと思います。マシンバランスも、タイヤも、かなりベストな状況でした。
88 号車 青木孝行 コメント

今回は Q2 を担当しました。タイム的には自分の想定より少し良いタイムでしたね。
事前に織戸選手のシミュレーターで練習してきて良かったです。

86 号車 エンジニア牧野成伸 コメント

今回初めてとなるタイ・ブリラム・チャングサーキットでの走行、ラインやシフトポ
イントに関する予想を立ててサーキットに入りました。
金曜日の走り出し、完熟走行でバランス良く 4 番手タイムを記録、セットの変更点も
決まりまずまずの走り出しだったが、電装系トラブルにより公式練習を走る事が出来
ませんでした。Q1 は細川選手がアタック、ギリギリ走行出来ましたがトラブルが発生
して 20 番手となりました。
86 号車 山西康司 コメント

今回は、織戸選手にシミュレータートレーニングさせて頂き良い流れで走行開始する
事が出来ました。久しぶりに金曜日の走行があり、僕もかなり減ったタイヤにも関わ
らず良いタイムを記録、最後ニュータイヤを投入し細川選手が素晴らしいタイムを計
測しました。
しかし、金曜日夜に電気系トラブルが見つかり、予選日は細川選手が 3 周したのみ。
僕は走ることが出来ませんでした。
86 号車 細川慎弥 コメント

金曜日のフリー走行ではかなりの手ごたえを感じていました。しかし、残念ながらト
ラブルが見つかり、ぶっつけ本番での予選になりました。予選走行中もトラブルが発
生しアタック出来ずに終了となりました。
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決勝レース

日付：2014 年 10 月 5 日 ( 日 )
天候：晴れ
決勝結果：88 号車 18 位、86 号車 リタイア
観客動員数 : 75,168 人
最終的に 2 台共にトラブル発生、残念な結果に
土曜日からメカニックの頑張りやランボルギーニ・タイのパーツサポートで、86 号車
も走行可能な状態に復帰、フリー走行で 7 番手と好タイムを記録しました。観客も 7
万人を超える数が集まり、注目に応えたい決勝日となります。
今期最高気温を記録する晴天の下、レーススタート。2 台とも順調に周回を重ね 88 号
車は上位集団に 86 号車も後方から 14 番手まで追い上げ。残念ながら中盤のピットイ
ンを待たずにトラブル再発により 86 号車はリタイアとなりました。
88 号車は順調に周回を重ね、タイヤ摩耗を感じさせないラップタイムを記録。その為、
ピットストップではリア二輪交換を選択しましたが、終盤タイヤにトラブルが発生し
再度ピットインしました。最後には駆動系のトラブルも出た為、18 位完走扱いとはな
りましたが、結果 2 台共に残念な結果となりました。

88 号車 エンジニア市川吉正 コメント

織戸選手スタートの序盤フルタンクの影響から思うようにペースが上がらず一時 8 位
まで後退、その後燃料が軽くなるとペースを取り戻し 10 ラップ目に 7 位に再浮上。
その後安定した走行で 7 位をキープ。路面も良くなり燃料も軽くなるにつれペースが
上がっていった為、当初の予定より引っ張る作戦に変更、一時 2 位まで浮上し 33 ラッ
プでピットインしました。
青木選手に交代、タイヤをリアのみ 2 本交換で時間短縮を狙いましたが、作業ミスに
より時間をロス。11 位までポジションを落としてしまいました。その後青木選手の頑
張りで 7 位までポジションアップしましたが、ギャンブルが外れフロントタイヤがバー
スト。緊急ピットインでタイヤを交換。14 位までポジションダウンしてしまいました。
その後順調に走行を続けましたが、突然駆動系が壊れてしまい 56 ラップでリタイアに
なってしまいました（18 位完走扱い）。
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88 号車 織戸学 コメント

結果的には、レース途中に作戦面も攻めました。最後は駆動系のトラブルに終わって
しまったが、反省点も多いレースとなりました。序盤は、どうしてもガソリンを満タ
ンに積むとハンドリングが厳しいのですが、マシンは決まっていました。多少順位の
入れ替えはありましたが、ガスが軽くなるにつれてペースは上がって行く。序盤を少
し引っ張り、勝負でフロントタイヤは無交換でピットアウトしました。
しかし、リアタイヤ交換時にタイムロスが発生してしまった。それでも、ポイント圏
内の８位を走行していたが、フロントタイヤにトラブルが発生してしまいすぐに交換
後、トラブルでリタイア（18 位完走扱い）に終わりました。反省点は、やはり欲をか
きすぎていた所です。完走できなければ一生懸命の結果ですが、皆悔しいですね。
応援ありがとうございました。
88 号車 青木孝行 コメント

レース後半を担当。フロントタイヤ無交換作戦のギャンブルでした。無交換でもピッ
ト後のペースも良くリザルトに期待できましたが、数ラップすると異変が出てきて、
バースト直前にピットに入りました。リスクは承知の決断でしたので仕方ないですね。
初開催のサーキットでしたが、とても気持ちよくチャレンジングなサーキットでした。
チャンスがあれば来年リベンジしたいです。

86 号車 エンジニア牧野成伸 コメント

昨日発生したトラブルシューティングにメカニックは全力で取り掛かり、朝のフリー
走行で 7 番手タイムを記録、ドライバーも少ない走行時間で力を発揮してくれました。
決勝スタートは細川選手、クリアなスタート。抜くのが難しいコースレイアウトで、
11 周目には 14 位まで上がりましたが、ベストタイムを連発していた 18 周目突然の
電装系トラブルでストップ。その後スターターも回らず、車両系全電源が落ち動けな
い状態になり、ドライバーに降りる指示を無線で伝えました。カーバランスも良く、
タイムも良かったので、残念な結果で悔しいです。最終戦も狙って行きます。
86 号車 山西康司 コメント

朝のフリー走行ではガソリン満タンながら 7 番手を記録しました。スタートを細川選
手が担当。追い上げ中に再度トラブルでリタイアしました。僕は後半苦しい時間を、
長く乗る予定で考えてその作戦にしたのですが、結果的に走る事が出来ませんでした。
どんなに上手く流れが進んでも結果が出なければ評価されないわけで、本当に辛いレー
スでしたね。
86 号車 細川慎弥 コメント

決勝日になってもトラブルが直ることはなく残念ながらリタイアとなりました。
メカニックの懸命な作業に感謝しています。今回は不完全燃焼に終わってしまいまし
たが、最終戦はひと暴れしたいと思います！
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監督 コメント
スーパー GT、海外戦、それもこけら落としのサーキット。

経験豊かなドライバー諸君、事前のシミュレーターテスト！
やる気を感じ、期待も高まる！
金曜日のフリー走行

ほぼ、予定通りこなし、タイム的にも問題ない。

明日の予選に向けてミーティング、ホテルに到着しひと休み。
問題発生！！ 86 号車の理解に苦しむ電気トラブル
メカニックさん全員でトライするも、原因不明。
全て作業し、明日の朝再チャレンジ
土曜日のフリー走行

88 号車は順調に進んでいるが… 86 号車は走れない。少し無理でも走行するしか無い。
土曜日の予選走行

88 号車は、Q1 は問題なく、Q2 も予定通り通り、決勝のミーティング。
86 号車は、メーターパネル無の状態でアタック、いい処でエンジンが
バラつく ! 残念ながらここで中止。

明日の決勝の為、あらゆる手を打つ！

有難い事に、ランボルギーニ・タイのオーナーが心よく、パーツを貸して下さった。
夜中まで、メカニックさん頑張ってくれましたが、解決方法見つからず。
日曜日のフリー走行、決勝

88 号車、86 号車、ともにフリー走行は良い、但し 86 ドライバーには
迷惑をかけた戦いになる。頑張って欲しい！

決勝は、両車とも悪い流れを断ち切れなかった。残念だった。
しかし、私達チームは今回貴重な時間を過ごせたと思います。
もっと強いチームに、なれる。成らなければならない理由を、得た。
最終戦も全員で戦い、一つでも上を目指して頑張ります。
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PHOTOS
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