2020 AUTOBACS SUPER GT Round8
たかのこのホテル FUJI GT 300km RACE
■開催日 11 月 28 日（土）公式予選、11 月 29 日（日）決勝
■開催地 富士スピードウェイ
■入場者数 未発表

■公式練習、公式予選 11 月 28 日（土）【10 番手】
天候：曇り
コース：ドライ
気温／路面温度 Q1 開始 13℃／17℃、Q2 開始 12℃／17℃、Q2 終了 12℃／16℃（GT500 のもの）

新型コロナウィルスの影響により変則的なスケジュールで行われた 2020 年シーズンの最終戦が今
シーズン 4 回目となる富士スピードウェイにて行われた。開幕から 4 戦は無観客にて行われ、5 戦
目以降は入場制限しつつも観客を入れての開催が行われ、今回の最終戦も入場制限の中、無
事に迎えることが出来た。
11 月末の富士スピードウェイという今までにない気温、路温状況でのレースとなり、未知のコンディ
ションでのレースへ挑んだ。
サーキットへ向かう道中とてもきれいな富士山
の見える、良い天気の中最終戦の公式練習
が始まった。
まずは宮田選手から乗り込み車両バランス、
タイヤを確認していった。
少し気になる点もあったが、持ち込みのセッテ
ィングのバランスはよく、すぐにタイヤの確認へと
移っていった。
シーズン中のテストが行われていない今シーズンはここでのタイヤの確認が重要となる。
17 周目には公式練習のトップタイムとなる 1’27.785 を出し、国本選手へと交代した。
セッティングを変更し、決勝を想定したマシンの確認を行った。
その後、GT300 の占有を挟み、予選を想定して国本選手がアタックをするものの 17 周目のタイム
は更新しなかったが、他車も占有走行でベストラップを出さないマシンもおり、9 番手で公式練習を
終えた。
11 月の終わりで日の入りが早くなってきている為、いつもより少し早い 13:48 から公式予選の
GT500 の Q1 が行われた。
19 号車は今シーズン初めて国本選手が Q1
を担当した。
日差しはまだあるものの空気はひんやりとし気
温は 13℃、路面温度は 17℃とかなり冷え込
んでいた為、19 号車は早々にピットを離れコ
ースへと入っていった。
タイヤのウォームアップを 4 周かけて慎重に行
い、アタックを開始した。各セクター自己ベスト
を更新していき 1’27.465 で 7 番手となった。まだ安心できる状況ではなかったので、そのまま翌周
もアタックを続けセクター1、セクター2 とさらにベストを更新していったが、セクター3 の時にはグリップの
ピークを過ぎてしまいセクター3 では前周のタイムを更新できず、1’27.417 のタイムを記録した。Q1
突破には 0.08 秒足りず 10 番手と悔しい順位で公式予選を終える事となった。

■決勝 11 月 29 日 （日）【10 位】
天候：曇り
コース：ドライ
気温／路面温度 開始:9 度／17 度＞中盤:9 度／14 度＞終盤：8 度／12 度

2020 シーズン最終日となる決勝日の朝は
今年参戦 100 戦を迎えたグレイテッドドライ
バーの表彰が行われ、そこには 2009 年から
SUPER GT で戦っている国本雄資選手も含
まれた。
国本選手はこの第 8 戦でちょうど 100 戦の
節目を迎えた。
GT マシンの走行の直前には室屋義秀さんによるフライトパフォーマンスが行われ、コース上には
SUPER GT に参加している各メーカーの車によるデモ走行が行われ、その中の LC500 コンバー
チブルにはなんとモリゾウこと豊田章男社長がステアリングを握るというサプライズ演出までおこなわ
れた。
11:30 からの 20 分間のウォームアップ走行
は国本選手から走行を始めた。
アウトインでタイヤの皮むきを行い、その後車
両のバランスの最終チェックを行った。
8 周目には宮田選手へと代わり、メカニックの
ピット作業もシュミレーションし、決勝への準
備を行った。
2 周のフォーメーションラップを経て 66 周のレ
ースがスタート予定だったが、隊列が整っていなかった為、さらにフォーメーションラップが 1 周追加
され 65 周のレースとなった。3 周の内にしっかりとタイヤに熱を入れ、国本選手はスタートして
早々に 3 号車を抜き 9 番手へポジションアップをした。そのまま前を狙っていきたがったが、なかな
かペースを上げられず後ろから来た 14 号車に抜かれてしまい 10 番手へ後退してしまった。
さらに 8 号車にも抜かれ入賞圏外の 11 番手へ。国本選手の無線からも苦しい状況が伝えら
れてきた。接触によりピットへ入ったマシンがいたので順位が戻るときもあったが、64 号車、24 号
車などにも抜かれてしまい、13 番手まで後退してしまった。
22 周を過ぎたころからピットインをする車両が
出始め、19 号車は 24 周目にはピットへ向か
った。国本選手とは違うタイヤを装着し宮田
選手へとステアリングを託し、チェッカーフラッグ
目指していった。
1 分 31 秒前後のタイムを刻み少しでも前の
ポジションを狙いプッシュしていくが 10 周をす
ぎた頃からタイムが大きく落ちてきてしまった
為、急遽、2 回目のピットインをして違う種類のタイヤへと交換した。そこからはペースを取り戻し、
入賞を目指していった。
同じく 2 回目のピットインをした 16 号車をアウトラップ周にオーバーテイクし 13 番手。そのまま 49
周目には 64 号車を抜いて 12 番手。前の 24 号車と 39 号車までは少しギャップがあったもの
のこちらの方が 1 秒以上ペースは速く、エンジニアからもこのままいけば 2 台とも抜けると無線がい
くと、宮田選手からも「頑張る!!」と言葉が返って来た。しっかりプッシュし続け 53 周目には 24 号

車をオーバーテイクし 11 番手。そのまま前の 39 号車に追っているとトラブルの為ピットへ入ってし
まった為、10 番手までポジションを戻すことが出来た。後方から 64 号車が最後のプッシュをして
追いついてきたものの、前に出られることはなく、10 位にてチェッカーを受けることが出来た。
今シーズンは予選でのパフォーマンスはまずまずだったが、決勝は苦しい展開になることが多く、19
号車は残念ながら GR Supra のデビューイヤーに優勝そして表彰台を獲得することが出来なか
った。
この悔しい思いを来年は晴らせるようにオフシーズンのテストを行い、万全の体制で 2021 年シー
ズンを迎えたいと思います。
今シーズンは新型コロナウィルスの影響により、スポンサーの皆様、応援してくださる皆様の前で走
る機会も少ない中、多大なるご支援及びご声援をいただきありがとうございました。
引続き来シーズンも TGR TEAM WedsSport BANDOH は 2016 年以来の優勝を目指し
戦っていきますので、ご支援及びご声援をどうぞよろしくお願い致します。
●国本雄資選手コメント
SUPER GT 最終戦の結果は 10 位で終えました。予選は久々に Q1 を担当しました。Q2 に
進出したかったのですが、0.1 秒足りずに 10 番手となってしまいました。悔しい結果となりました
が、自分の力は 100%出してできたかなと思っています。
レースは 10 番手からスタートして 10 周ぐらいまではよかったのですが、その後は厳しいコンディシ
ョンとなり、その中でもセーブした走りをしていました。状況はかなり厳しく、ペースを上げることが出
来ず後半スティントに託すことになってしまい
ました。しかし、後半も同じような状況にな
り、ペースを上げられず、もう 1 回ピットへ入
ることになってしまいました。当初の作戦には
なかった状況になってしまい、かなり厳しいレ
ースとなりました。もともと今回のような寒い
状況の富士スピードウェイは厳しいレースと
なると予想していましたが、残念ながら対策
しきることが出来ませんでした。
今シーズンはなかなかいいパフォーマンスを出すことが出来ず、厳しいものとなりました。自分として
も改善しないといけない点もあり、悔しい思いを沢山したシーズンとなりました。終わってしまったこ
とは変えることが出来ませんので、今後に生かせるようにもう一度考え直して、来シーズン強い戦
いが出来るようにしたいと思います。
一年間応援ありがとうございました。
●宮田莉朋選手コメント
10 番手からスタートして、決勝も 10 位で終
わることになりました。追い上げたかったのです
が、厳しい状況だった為、ミニマムで国本選
手から変わりました。その後も前半と同じよう
な状況になり、急きょ 2 ピット作戦に変更す
ることになりました。アウトラップにはタイヤが冷
えていた為、スピンもしてしまいましたが、クラ
ッシュする事なくレースを続ける事が出来まし
た。途中最後尾まで落ちましたが、最終的には 10 位まで戻りポイントを獲ることが出来たのは良

かったと思います。
ただ、チームとしても、応援してくださるファンの皆様も、そして自分たちドライバーとしても勝ちに来
ていた為、こういったレース内容はすごく悔しく、支えてくださる皆様に申し訳なく思います。ただ、
来シーズンにむけてはこのシーズンを踏まえてこれから成長できるようにドライビングを磨いていきた
いと思います。
今シーズン応援ありがとうございました。
●坂東正敬監督コメント
まず最終戦までレースが出来た事を GTA 関係者並びに主催者、ファンの皆様、スポンサーの皆
様に感謝申し上げます。
正直今年はレースが出来ないかもと想像していました。
苦しい状況の中、スタッフ並びにスポンサーの皆様には本当に感謝しています。
今年は GR Supra デビューイヤーだったのでなんとしてもトヨタ自動車に貢献したいと、チーム一
丸となって戦いましたが、自分の理想と結果は違いました。横浜ゴムと相性の良い菅生やタイが
無かったのも 19 号車にとっては痛かったです。
今年は沢山の課題を頂きました。その課題を 1 つ 1 つ克服して理想の結果を出せるよう、今後
は努力していきたいと思っています。
今回の富士はドライバーには申し訳ないと思っています。
辛い状況を沢山作ってしまいました。
本来のドライバーのパフォーマンスを出してあげられませんでした。鈴鹿の国本選手、今回の宮田
選手、最後の１周まで後続を抑えてくれたのは唯一の救いでした。
今後は１日も無駄にせず、来年に向けて既に動き出して
います。
今後は横浜ゴムともっともっと努力をして頂点目指して、
WedsSport ADVAN GR Supra を勝利に導けるように
体制作りを強化していきたいと思っています。
今回の最終戦はドラマがありすぎました。
SUPER GT の魅力ですね。
SUPER GT をメジャーに出来るようにエントラントとしても
行動していきたいと思っております。
2020 年は沢山のサポート並びに応援ありがとうございまし
た。
来年も参戦しますので、ご協力並びにご声援宜しくお願い
します。
来年のテーマは『敗者から勝者へ』です。

【Racing Project BANDOH has opened a YouTube channel 】

レーシングプロジェクトバンドウの YouTube チャンネル誕生。
サーキットの興奮をダイレクトにお茶の間にお届けします。
是非、チャンネル登録を！！！
https://www.youtube.com/channel/UCDTRz5QdXviv6VLLJLrDrCw/videos

