TEAM MITANI
2020 全日本トライアル R-1 関東大会 参戦レポート
「IA ルーキーイヤー初戦で優勝の快挙！！」

★2020 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 RTL260F

村田慎示 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 PRO300GP PRO250GP PRO250R
氏川政哉 廣畑伸哉 福留大登

出場選手権：全日本トライアル選手権（全 7 戦）
CITY TRIAL
● 国際Ａ級スーパークラス
ライダー
： 小川友幸（43 歳） 柴田 暁（30 歳） 氏川政哉（17 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
： 村田慎示（46 歳） 廣畑伸哉（15 歳）
アシスタント ： 上田万法（村田慎示選手）廣畑佳伸（廣畑伸哉選手）
● 国際 B 級クラス
ライダー
： 福留大登（15 歳）
アシスタント ： 福留良太（福留大登選手）
● レディースクラス
ライダー
： 山中玲美（24 歳）
マインダー＆サポート ： 山中勉（山中玲美）

2020 全日本活動

メンバー 変更事項について

☆ IAS 武田呼人選手は単身 9 月からスペインでの活動進行中です。 IAS ルーキー一年目で全

日本をむかえる予定でしたが、本人の強い要望は、本場スペインのトライアル業界で活動した
いということで了承いたしました。単独若者のチャレンジ応援したいとおもいます。
☆
☆ IB 井之前巧実選手は、療養中につき今シーズンは、欠場となっています。
☆
☆ IA 冨名腰選手は、就職により ATJ 入社伴い社内チーム ATJ レーシング移籍

■開催日:2020 年 9 月 27 日
■開催地:栃木県・ツインリンクもてぎ
■観客:2,900 人■気温:24 度■天候:曇りのち晴れ
■競技:IB.L:8 セクション×2 ラップ
IA.IAS:10 セクション×2 ラップ＋SS-2 セクション
■持ち時間:4 時間 30 分（10 セクション×2 ラップ）
■最多クリーン数:小川友幸（ホンダ）／12
（2020

R-1 チーム結果）

● 国際Ａ級スーパークラス

☆2 位☆:小川友幸

4 位:柴田暁 5 位:氏川政哉

● 国際Ａ級クラス

☆1 位☆:廣畑伸哉 ☆3 位☆:村田慎示
● 国際 B 級クラス

5 位:福留大登
● レディースクラス
４位:山中玲美
（R-1

関東大会）

じつに半年遅れの開幕戦は、監督 14 か月ぶりの全日本となりました、やはりレース活動
ができる

レースに来場できることは、私にとっては最高の時間です。⾧い間みなさまに

は大変ご心配をおかけして誠に申し訳ございませんでした。

MOTEGI 関東大会開幕戦

がむかえられて、参戦で来て、無事終了できたのも、応援くださる皆様、スポンサー様の
皆様があるからこその活動です。今年もチーム一丸で結果にこだわるレース運営をしてい
きたいと思いますので宜しくお願いいたします。
2020

R-1

TEAM MITANI

パドック

● レディースクラス
4 年目:山中玲美 24 歳
HRC クラブ MITANI RTL260F
コロナの自粛生活

目の手術、転職などあり彼女にと

っては少し疲れ気味なシーズンです。しかも開幕戦は
少し苦手意識のある MOTEGI。REMI ちゃんなりに克
服しようと調整してきた。満足はいかないかもです
が、開幕戦踏ん張って 4 位入賞!!

● 国際 B 級クラス
国際 B 級二年目:福留大登選手 15 歳
GASGAS with MITANI PRO250racing
チームで国際 B 級走るのは、この福留選手ひとり、
このクラスのタイトル獲得に期待のかかる選手だ。
1lap 目はすべる MOTEGI に大苦戦 23 位と大きく
出遅れる。このまま調子をもどせるか心配しました
が、2lap 目は 3 位の成績で挽回して 5 位入賞を果
たしてくれた。WET の苦手克服が必要だ。

● 国際Ａ級クラス
2019IB 2 位 ルーキー:広畑伸哉選手 15 歳
GASGAS with MITANI PRO250GP
ルーキーイヤーの若干 15 歳は

IA 昇格初戦を優勝で飾る!

センスが光る走りを見せる広畑は、練習量も多い。精神的に弱
い部分もありましたが、今回は崩れなかった。ベテランの強敵
ぞろいのクラスを見事に制覇した!!

IA ベテラン:村田慎示選手 46 歳
HRC クラブ MITANI RTL300R
今年はタイトル獲得に意欲を燃やす!短期決戦の今年、開幕
戦の成績が大きく左右される中、3 位表彰台は目標に向けて
好スタート!大崩れしないライダーなんでこのまま安定して
上位を獲得していけば、もしかしてもしかするかもしれない
と私は思っています!がんばれ～～初タイトル獲得へ!!

● 国際Ａ級スーパークラス
前人未踏 7 連覇チャンピオン:小川友幸選手 43 歳
TEAM MITANI Honda RTL300R
今年のチャンピオンはどんな仕上がりを見せるのか?
大いに楽しみにしてきた開幕戦。1lap 目前半から王
者らしい展開で、ほぼミスはなくてリードしました、
しかし 7sec での転倒が、この日を大きく狂わすこと
になる。ここ最近ではこのようなことは珍しい、その
後 8～10sec 連続 5 点。精神的にダメージを負った
ところへ向いて、少しでも気を抜くとすべる泥があっ
さり 5 点となる・・・・。これが 2lap 目に影響しな
いか心配しましたが、10 点まで開いていた点差を 3
点差まで詰め寄ったのだからさすがだ。3 点差からの SS 勝負となり、SS1 終了後 1 点差まできた。周
囲は逆転の可能性に期待した、だがこの日はそこまで追い詰めただけでも上出来なのです。3 位争いも
していただけに、よかった、8 連覇へ向けての 2 位発進!!
Vertigo エース:柴田暁選手 31 歳
VERTIGO with MITANI COMBAT

VERTICAL3.0

今シーズンこそは、初優勝と 3 位以内のランキングを目
指す。仕事もこなしながら練習も普及活動も意欲的にこ
なして仕上がりは上々だ。家族の全面バックアップも柴
田家のチーム体制だ。その期待に応えるべく挑んだ開幕
戦は 4 位入賞。1 点差で 3 位表彰台を逃す結果となりま
したが、残り 3 戦でランキングが上げれる可能性は十分
だ。VERTIGO 活動 5 年目そろそろ初優勝も期待す
る!!
GASGAS エース:氏川政哉選手 17 歳
GASGAS with MITANI PRO300GP
日本が期待する若手筆頭 17 歳、昨年最終戦 2 位を
獲得して、その勢いを持ち込めるかが今回注目でし
た。彼もこの MOTEGI の異常なまでのスリッピー
に弱らされた一人だ。とびぬけた難関の破壊力は光
るが細かいところでの処理が、まだまだ時間かかり
そうだ、苦手な部分は自分のスタイルで克服してい
くしかない。調子に乗れば優勝する実力も十分だ。
5 位スタート全然悪くない。また爆発する SEIYA
を今シーズン中に見たい。監督がいるときに(笑)よろしく!

表彰式 R-1 IA IAS

IA クラス 広畑伸哉選手 1 位（初優勝） 村田慎示選手 3 位

IAS クラス

GATTI2 位 AKIRA4 位 SEIYA5 位

（2020 報告書が遅れる予想にお詫び）
今年はコロナの影響で全 4 戦となり最終戦が終わるのが 11/8 です。選手権も 12 月まで開催されま
す。2020 年年間報告書 2021 計画書については例年より遅れてしまいますので全日本最終戦レポー
トが年間レポート速報となりますので宜しくお願いいたします。
TEAM MITANI 代表三谷知明

