SUPER GT Rd.5 FUJI 500mile 2018/8/4~8/5

TEAM RELEASE

Arnage Racing 2018 SUPER: GT Race report

アクシデントを跳ね返せ！

猛暑の 500 マイル、チーム一丸で 11 位完走を勝ち取る！

シリーズ第 5 戦となるのは、富士スピードウェイで開催される「FUJI 500mile RACE」
。1992 年以来 26 年ぶりに復活することになった 500 マイル（807km）
レースは、これまで鈴鹿で開催されていた 1000km レースに代わるシリーズ最長のロングレースとなる。
タイからの船便でマシンがファクトリーに戻ってからレースまでのインターバルが、わずか 1 週間足らず。タイで起こった接触によるアクシデントで左側のサ
イドステップを損傷してしまったため、チームはエキゾーストを一足先にファクトリーに持ち帰って修理し、慌ただしい一週間の間に、新しいサイドステップと
共に取り付けるよう準備した。また、富士ラウンドに向けて、給油口位置を逆側に移設し、長丁場のレースを走りきれるよう細かい部分をチェックした。
前回の富士ラウンドで味わった燻る思いを、シリーズ最大の山場である富士 500 マイルで晴らすことができるのか。連日 40℃近い酷暑の続くファクトリーから、
チームは富士スピードウェイに乗り込んだ。
th

August 4

Qualifying Day

晴れ/ドライ

気温：31℃→31℃ / 路面温度：44℃→42℃

入場者：22,100 人

レースの行われる週末も日本列島は猛暑に見舞われていたが、
標高の高い富士スピードウェイでも朝から晴れた夏
空に太陽が照りつけ、路面温度は 40℃を超える厳しいコンディションとなっていた。
8 時 40 分から行われた公式練習では、安岡選手、加納選手、それに第 3 ドライバーとして第 2 戦ぶりに参戦す
る坂本選手が、順にコースに出て時間いっぱいを使ってマシンとタイヤのフィーリングを確認した。EXE AMG
GT3 は終始順調であったが、チームはセッティングに手を焼いていた。エンジニアは高温のロングレースに備えて
サスペンションやデフなど、
こまごまとしたセットを 7 つ持ち込んでいたが、
どれも思うような効果を発揮しない。
サファリタイムに入る前の短いインターバルにメカニック総出でデフのセットを変更したが、
これも不発となった。
頭を悩ませたエンジニアは、午前中の状況を踏まえてなんとか一筋の光明を見出し、バランスを取りながら予選の
セットアップの方向性を定めた。
14 時 30 分から行われた予選では、安岡選手が Q2 進出を賭けてマシンをコースに進めた。安岡選手は慎重にタ
イヤに熱を入れながらチャンスを伺って、6 周目 1’39.228 をマークしたが、惜しくもクラス 21 位と Q2 に進出す
ることはできなかった。しかし、レースは 800km 余りの長丁場、ポジションアップのチャンスも必ずあるはず。
特に、4 回のピットインが義務付けられている今大会では、迅速で確実なピットワークを行うことがポジションア
ップのための要となる。ピットワークでロスタイムの出た前回の富士ラウンドでの雪辱を晴らすべく、チームは予
選後、熱心にドライバーチェンジの練習とタイヤ交換の練習行って決勝に備えた。
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th

August 5

Race Day

曇り時々晴れ/ドライ

気温 32℃→31℃→28℃ / 路面温度：47℃→45℃→34℃

入場者：38,800 人

決勝日の朝は前日に比べて雲は多めながら、
時折雲間からのぞく真夏の太陽がジリジリとサーキットを照りつける
ドライコンディション。EXE AMG GT3 は予選後の再車検でタイム抹消のマシンが出たため、20 番グリッドから
レースをスタートすることになった。
四半世紀ぶりの富士 500 マイルレースを見ようと、多くのファンがスタンドを埋め尽くす中、13 時 35 分、愛知
県警のパレードランからフォーメーションラップへと続き、いよいよ「2018 年 FUJI 500mile RACE」の幕が切っ
て落とされた。スタートドライバーを任された加納選手が、807km 先のチェッカー目指して、レースを開始した。
ところが、オープニングラップ開始から1分も経たないうちに無線から加納選手の声。
「いきなりぶつけられた！」
「エ
ンジンかからへん！」モニターにヘアピンでスピンしたまま止まっているEXE AMG GT3が映し出され、ピットは
一瞬凍りついた。しかし、流石のベテラン加納選手、すぐに冷静さを取り戻して30秒余りでコースに復帰した。

マシンにダメージはなさそうだが、EXE AMG GT3は、オープニングラップから最下位の28位に転落してレースを再開することになった。
「加納さん、一
人旅なのでじっくり行きましょう」監督が無線で呼びかける。気持ちを仕切り直したか、加納選手は1分41秒台の激走を展開。じわじわと順位を回復して
21周目には25番手に浮上してきた。気温32℃、路面温度50℃の過酷なコンディションの中、加納選手は粘りの走りを続け、44周目、見かけ上の順位16番手
で安岡選手に交代するため、ピットに戻ってきた。
1回目のピットインで、チームはマシンに接触による目立った損傷がないことを確認、給油と前後4輪のタイヤ交換を行って、安岡選手が24番手でコース復
帰した。安岡選手は好調なドライビングでポジションを徐々にあげ、70周目に見かけ上9番手で2回目のピットインを行った。チームは予定通り左側のタイヤだけ
を交換し、給油を終えて第3スティント担当の坂本選手が20番手でコースに復帰する。坂本選手も良好なコンディションをキープして1分40秒後半から41秒前半の
安定したタイムで走行を続け、見かけ上8番手までポジションを上げて、106周目に3回目のピットイン。チームはタイヤを4輪交換して、第4スティント担当安岡
選手が16番手でコースに復帰した。
チームはピットワークのタイムロスを嫌って、
最後のピットインではタイヤ無交換作戦を予定していた。
しかし、
安岡選手このスティントで何度かブルーフラッグを振られてペースを乱されたせいか、ピットイン直前になって
タイヤのバイブレーションを訴える。チームは急遽、最後のピットワークをタイヤ 4 輪交換に変更、安岡選手は
最終スティントの坂本選手にステアリングを渡すべく、144 周目、9 番手でピットに戻ってきた。
メカニックは最後まで正確で迅速なピットワークで給油とタイヤ交換を敢行、坂本選手は首尾よく 12 番手でコ
ースに復帰することができた。
タイヤを 4 輪交換した坂本選手の、最後の猛追が始まった。坂本選手は 148 周目には 1’39.576 の今大会べス
トラップをレコード、1 分 40 秒台を連発しながらプッシュを続けた。坂本選手は前方を走行する 96 号車に迫る
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勢いで激走を続け、入賞が目前に迫っていた。残り 1 周というところで上位のマシンが 1 台脱落したことから、さらにポジショ
ンアップして最終ラップには 11 位となったが、惜しくも入賞には手が届かず、10 位のマシンにあと 10 秒という僅差でチェッ
カーを受けた。
チームはスタートラップのアクシデントを乗り越え、ポジションアップを諦めなかった加納選手、ノーミスで安定したタイム
を刻み続けた安岡選手、最後までプッシュを続けた坂本選手、そして 4 回のストップすべてにおいて正確で迅速なピットワーク
を行ったメカニックがチーム一丸となって、猛暑の中の 500 マイルの長丁場レースを完走することかできた。
＜ドライバー 加納政樹＞
お疲れ様でした。第 2 戦の富士が自分の中でもチーム的にも不甲斐なかったので、意気込んで来たんですが、作戦上スタート担当に
なるよと言われて、スタートをきちっと決めて行こうと思ってました。練習走行から、タイムも悪くないし、車の動きも良かったし、
全体的なラップタイムも上がってたので、予選は 20 番手やったけど、きちっと繋いで行けばいけると思ってたんですけど、オープニ
ングラップにヘアピンで、30 号車に、ほぼブレーキが効いてないような状態で追突されて、最下位まで落ちてしまった。でもそこか
ら、ちょっと冷静にね、もう一回刻み直して、長いレースやから何があるかわからないって思いながら自分のスティントを走った。ラ
ップタイムも、周りと比較して全然遜色ないラップタイムで、
（オープニングラップの）悔しさはあるけど、自分の中での、気持ちの面での前回のリベンジみたいな、納
得できる走りができた気がします。そこから、やっすー、坂本くんってバトン繋いで行きながら、まあ最終的に、あとポイントまで 10 秒というところでチェッカーやっ
たのは、悔しいな！っていう気持ちもあるけど、でもそこまで、チーム一丸となって追い上げれたいいレースやったと思います。そういった意味では、前回のタイもぶつ
けられて、落ちて、でもそこからなんとか上がってきたことを考えると、すごく地力が付いてきたんじゃないでしょうか。この調子で、次はやっすーの得意な菅生サーキ
ットだし、菅生、AP と、AMG の特性も活かせるようなサーキットでもあるので、なんとかそこでポイントを狙えるようなレースができるように、一丸となって頑張り
たいと思います。ありがとうございました

＜ドライバー 安岡秀徒＞
今回も土曜日はなかなかタイヤの良さを引き出すことができなくて、第 2 戦の富士の状況と似た感じで、ちょっと流れが悪いなあと思ってたんですけど、決勝はなんと
かセッティングが決まって、ウォームアップからいい流れでいけそうだと思った矢先に、加納さんが 1 周目でアクシデントに遭ってしまって、しかもエンジンが切れて
始動に時間がかかって、結構差がついてしまいました。追い上げるしかないと思って、次の自分のスティントは一箇所もミスもなく、運もよかったし、タイヤもうまく使
えた会心の走りができました。坂本さんも左側交換だけで、僕たちが作った上昇気流みたいなのをそのまま続けてくれて、次の僕のスティントは、できればタイヤを労っ
て無交換で最後の坂本さんに繋ぐつもりでした。ところが 21 号車との絡みで青旗を振られて、タイヤを労りたいのに青旗から逃げなければならない、せめぎ合いの苦し
いスティントの末にバイブレーションが出て心折れて、タイヤ交換してもらうことになりました。結果的にはタイヤを変えたのが良くて、坂本さんが前を追っかける、す
ごく盛り上がるレースになりましたね。ただ 10 秒の差でポイントに届かなかったのが悔しくて、ホントにその 10 秒削るために何かできなかったのかって思うところは
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あります。タイと今回と、すごく車が速くなってますし、他は重くなってますし、次は大好きな菅生なので、僕個人としては菅生、AP というのがシーズンの中で狙うと
ころなので、ワクワクしながら仙台に行けます。坂本さんとのレースがこれで終わってしまったのがちょっと寂しいというのがあります。

＜ドライバー 坂本祐也＞
5 月ぶりの SUPER GT で、またアルナージュさんとご一緒できて。ただ、自分が風邪をひいてしまって体調が万全ではな
かったのですが、レースは非常に流れも良くて、スタートして加納さんが他の車に当てられてスピンしたっていうのはちょ
っと痛かったですが、それ以外はかなり順調に行けたんじゃないかなと思っています。予選が、思ったより上にいけなかっ
たんですけど、決勝レースは悪くなかったんで、走ってる方も楽しめる内容でした。欲を言えば 10 位以内でポイント取り
たかったですけど、ちょっとそこまで届かなかったのは残念でした。非常に楽しめるレースだったと思います。ありがとう
ございました。

〒510-0064

三重県四日市市新正 4 丁目 15-18

Facebook: http://www.facebook.com/arnage.racing

Tel:059-351-6264 Fax:059-351-6054

Twiter : https://twitter.com/arnage̲racing

Instagram: https://www.instagram.com/sacracat̲arnage/

総括 松本和美 arnage50@gmail.com

(Arnage Racing 公式 #50 @arnage̲racing)
(Arnage Racing 公式 #50 @sacracat̲arnage)

応援してくださった皆様方には深く感謝しますと共に、9 月 15 日〜16 日にスポーツランド菅生で開催される、次戦菅生ラウンドに於きましても、応援宜しくお願い致します。
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