
TEAM MITANI 
2019 全日本トライアル R-5 中国大会 参戦レポート 
「IAS・IA・IB 2 位獲得  L 3 位獲得 全クラス表彰台!!」 

★2019 年度 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・三谷英明 

TEAM MITANI Honda  マシン：RTL300R 

小川友幸 

HRC クラブ MITANI  マシン：RTL300R 

村田慎示 冨名腰慶亮 山中玲美 

VERTIGO with MITANI マシン：COMBAT VERTICAL3.0 

柴田暁 武田呼人 

GASGAS with MITANI マシン：GASGAS PRO300racing PRO125racing 

氏川政哉 廣畑伸哉 福留大登 井之前拓実 

出場選手権：全日本トライアル選手権（全 7戦）  世界選手権ストライダー日本グランプリ  CITY TRIAL      

● 国際Ａ級スーパークラス 

ライダー       ：  小川友幸（42 歳） 柴田 暁（30 歳） 氏川政哉（16 歳） 

アシスタント or サポート ：田中裕大＆川村道徳（小川友幸選手） 田中裕人（柴田暁選手）氏川湧雅（氏川政哉選手） 

● 国際Ａ級クラス 

ライダー       ： 武田呼人（17 歳） ＊村田慎示（45 歳） 冨名腰慶亮（25 歳） 

アシスタント ： 南山敏宏＆平田浩太郎（武田呼人選手） ＊上田万法（村田慎示選手） 冨名腰直人（冨名腰慶亮選手） 

● 国際 B 級クラス 

ライダー       ： ＊小倉功太郎（19 歳） ＊井之前拓実（19 歳） 福留大登（13 歳） 廣畑伸哉（14 歳） 

アシスタント ： ＊小倉暁（小倉功太郎） 井之前正輝（井之前拓実） 福留良太（福留大登選手） 廣畑佳伸（廣畑伸哉選手）  

● レディースクラス 

ライダー       ： 山中玲美（23 歳） 

マインダー＆サポート ： 山中勉（山中玲美）                   ＊印はスポット参戦での計画となります。 

2019 R-5 TEAM MITANI パドック 

 



TEAM MITANI HONDA 

 

 

VERTIGO with MITANI / HRC クラブ MITANI 

 

 

GASGAS with MITANI 

 

 



RACE DATA 

■開催日：2019 年 9月 1 日 

■開催地：広島県三次市吉舎町安田 灰塚ダムトライアルパーク 

■観客：1500 人■気温：22.5 度■天候：雨時々曇り 

■競技：IAS：10 セクション x2 ラップ（上位 10 名のみ+SS x2） 

    IA,LTR,IB：10 セクション x2 ラップ 

 

● 国際Ａ級スーパークラス 

☆2 位☆：小川友幸 5 位：氏川政哉 6 位：柴田暁   

● 国際Ａ級クラス 

☆2 位☆：武田呼人 5 位：村田慎示 22位：冨名腰慶亮 

● 国際 B 級クラス 

☆2 位☆：広畑伸哉 11 位：福留大登  14 位：小倉功太郎 54 位：井之前拓実 

● レディースクラス 

☆3 位☆：山中玲美 

 

（R-5 中国大会） 

昨年に引き続き広島県三次市灰塚ダムトライアルパークにて開催された全日本トライアル

第 5 戦 R-5 中国大会 

朝から断続的に降り続いていた小雨も昼過ぎにはほぼ上がっていき、大会後半は泥がこねら

れ難易度が増しました。出場選手の多くが 2LAP 目の方が減点を増やすという結果に。 

セクションは昨年同様、自然の地形にうまく人工物が埋め込まれた物となっていました。 

 

 

● レディースクラス 

2 年目：山中玲美選手 23 歳 

HRC クラブMITANI RTL260F 

今大会は総勢 9 名での戦いとなったレディースクラス。

「楽しんで走ることが出来た」と本人も語っているよ

うに第 2 戦以来の 3 位表彰台獲得。更には減点数も 2

位の選手に 5 点差と迫った。この調子でいけば残り 2

戦、表彰台のもう一段高い所にも届くはず。 

 

 

 

 

 

 

 



 

● 国際 B 級クラス 

2018GC 5 位ルーキー：広畑伸哉選手 14歳 

GASGAS with MITANI  PRO125racing 

一日を通して安定した走りが必要なトップ争い。 

しかし上位選手がクリーンしている中での 1lap目の 9secと

2lap 目の 6sec での減点 5 が悔やまれる。一つのミスで優勝

を逃してしまっている大会が続いているだけに、残り 2 戦連

勝でチャンピオン獲得に望みをつなげたい。 

 

 

2018GC 6 位ルーキー：福留大登選手 14歳 

GASGAS with MITANI  PRO125racing 

全日本の戦い方にも慣れてきて、前戦、前々戦と 2 戦続けてシ

ングルフィニッシュをしている福留選手。今大会は 1LAP目の

2sec から 3 つ続けての減点 5。この減点が響き 11 位に。実力

的には十分表彰台を狙えるだけにこういった減点を減らしてい

きたい。 

 

 

 

 

今シーズン初参戦：小倉功太郎選手 19歳 

HRC クラブMITANI RTL260F 

学業のために今大会が今シーズン初参戦となった小倉選手。

1LAP 目は 8 位で折り返したものの、2LAP 目は滑る路面を

うまくつかみきれず大きく崩れてしまい 14位に。次戦中部大

会も参戦予定なので次こそは上位入賞果たしてほしい。 

 

 

 

復活の若手：井之前拓実選手 19歳 

GASGAS with MITANI PRO250GP 

学業とトライアルの両立を目指す井之前選手。全日本を戦う感覚は

徐々に戻りつつあったのだが 2LAP 目の 11sec で減点 10 などもあ

り 54位に。次戦は地元中部大会、 

ホームアドバンテージを生かしてポイント獲得してほしい。 

 

 



● 国際Ａ級クラス 

IA3 年目：武田呼人選手 17歳  

VERTIGO with MITANI               

COMBAT VERTICAL3.0 

3 連勝でむかえた今大会（アシスタントは平田浩太郎

さん）。ヨーロッパ選手権での武者修行も経験し若さと

勢いあふれるライディングで 2位を獲得 

本来 2位という成績でも十分素晴らしいのだが、今の

武田選手にとっては 2位でさえ悔しい結果に。今回はすこし粗削りな部分が目立ってしまったところも

あったので、次戦は一日の試合運びや作戦を確実に練り、地元中部で、チャンピオン獲得を決めてくれ

るはず。 

 

 

 

ベテランライダー：村田慎示選手 45歳  

HRC クラブMITANI RTL300R 

一日を通しての土質を確実に読み切り 5 位を獲得。後半は土がこねら

れ難易度が上がると判断した村田選手は周りの状況を確認しつつ弱冠

の早回り 

2LAP目の最終セクション上位すべてのライダーが減点 5 の中、村田

選手ただ1人だけが1点で走り抜けたという結果を見てもベテランの

経験と試合運びのうまさが表れている。 

 

 

 

沖縄県民初の IA ライダー：冨名腰慶亮選手 25歳 

HRC クラブMITANI RTL300R 

沖縄県民初の国際 A級ライダーとしてルーキーイヤー

を戦う冨名腰選手。今大会は滑る路面に苦しめられ 22

位。第 3戦の関東大会ではポイント獲得まであと一歩だ

っただけにこの結果は悔やまれる。残り 2 戦冨名腰選手

らしい走りで沖縄県民初のポイントランカーとなって

ほしい。 

 

 

 

 

 

 



 

● 国際Ａ級スーパークラス 

前人未踏 6 連覇チャンピオン： 

小川友幸選手 42 歳  

TEAM MITANI Honda RTL300R 

序盤は順調に見えた小川選手の走りだ

が、8sec で減点 5になるなど、1LAP

目を小川選手含む 3 選手が 1 点差以内

という僅差の 3 位で折り返す。2LAP

目も重ねてしまった減点を取り返すこ

とが出来ず我慢の走りで 2LAP終了時

点では 2 位の選手と 1 点差の 3位。  

1 点ビハインドで向かえた SS。非常にプレッシャーのかかる、中ライバル選手より先にトライ。SS1

を見事にクリーン。ここでライバル選手が減点 1となり同点で向かえた SS2。ここを減点 1で走りぬき

最後にライバルを逆転し 2 位フィニッシュ。小川選手の底力がはっきり出た大会となった。チャンピオ

ンシップポイントにおいても 7 連連続 9 度目のチャンピオン獲得に向けてさらに前進。この強さをキー

プしたまま残り 2戦を戦い抜き、連覇記録を手にしてほしい 

 

 

 

 

 

IAS2 年目ルーキー：氏川政哉選手 16 歳  

GASGAS with MITANI PRO300GP 

前戦の北海道大会では熾烈な 4 位争いを繰り広げた氏川選

手。今大会は 1LAP目に減点を積み重ねてしまった。2LAP

目はグリップが悪くなりIASすべてのライダーが1LAP目

より減点を増やす中、氏川選手は確実に減点を減らし

2LAP目はトップの成績。 

特に 2LAP目の 8secにて IAS 全ライダー減点 5の中、先

輩ライダーの目の前でただ一人氏川選手だけがクリーンしていく姿は圧巻 

結果は 1LAP目に重ねてしまった減点が響き 5位となったが、大きく飛躍する日もそう遠くないと期待

する 

 

 

 

 

 

 



 

Vertigo エース：柴田暁選手 30歳  

VERTIGO with MITANI COMBAT VERTICAL3.0 

今大会はアシスタントの田中裕人さんが仕事の都合で参戦でき

なくなり急遽柴田志彦さん（お父さん）に変更となったが、前戦

の北海道大会で自己最高位タイとなる 2 位表彰台を獲得し、い

つも以上に自信をもって臨んだ。 

しかしその気合が裏目と出てしまったのか 6 位と言う悔しい結

果に「自分だけの走りとなり、周りが見えてなかった」と本人談。 

1LAP目は上位勢がクリーンを重ねる中 4sec、10sec と減点 5

となってしまう。 

巻き返しを図りたかった 2LAP目もさらに減点を重ねてしまい

最後まで柴田らしい走りを出せることなく終わってしまった。 

実力的には十分トップを狙えるだけにもう一度気持ちを整え、残り 2 戦を戦ってほしい。 

 

各クラス 表彰式 

● レディースクラス( REMI 3rd ) 

 
 

 

 

 

 

 



● 国際 B 級クラス( SHINYA 2nd ) 

 
 

 
 

● 国際Ａ級クラス( YOHITO 2nd ・ SHINJI 5th ) 

 
 

 



 

● 国際Ａ級スーパークラス（ GATTI 2nd ・ SEIYA 5th ・ AKIRA 6th ）  

 
 

 
 

 

TEAM MITANI  

代表三谷知明 


