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「ま～Rio！！」

2016 GT 耐久東海シリーズ 第 4戦 2016 年 9月 25 日

リオでの日本人選手の活躍すごかったですね、なんか最後に話題をさらったの

はマリオなんていう話もありますが。もちろんパラも、パラといえばかつて F1 や

CART で活躍したザナルディ選手ですね。大事故を乗り越えての WTCC での復

活優勝、そしてハンドサイクルに転向した後、ロンドンに続きこのリオでも金メダ

ル。不屈の男と簡単に言うのがはばかれられるほどの男です！！

「１＋２Ｃ」クラス（1500cc 以下の NA 車と、1200cc 以下の過給機

付き車、1501cc～1850cc の NA 後輪駆動車のクローズドクラス）

今大会はEN（エンジョイ）クラスへの参加チームはなく、全てが 1+2 クラスのみ、

7 台のエントリー。

第 3 戦の 4 時間戦までで、#21「ZEST ルブロススターレット」が一歩抜け出した

感がある。今大会での結果によっては、早々とチャンピオンが決まる可能性もあ

る。

その本命の#21 に加え、上り調子の#411「AITAC スイフト」、#107「ウエリース ロ

ードスター 1号」が上位争いの予感。特に注目は#411、第 3戦では自己最高位

の 2 位を獲得し、次に狙うは表彰台の TEPPEN！

■予選

予選トップは#21「ZEST ルブロススターレット」1’04.267、タイトル獲得に向けて

最高のスタート。2番手#107「ウエリース ロードスター 1号」1’05.279、予選自己

最高位。3 番手#11「アンリミテッド DXL ヴィッツ」1’06.344。

4 番手は初出場の#911「ヴィッツ」1’08.486、NCP91 の 1500RS（2 代目）は、シリ

ーズを通しても初参戦。

5番手は#411「AITACスイフト」1’10.399、本来は04秒台で走る実力があるのだ

が、予選は今ひとつ。致命的なトラブルを抱えていないことを願う。

6番手は#70「ウエリース シビックGT」1’12.382、マシン的には久しぶりの参加と

なる EK シビック。かつてタイトルを取ったこともある EK3、その走りに注目だ。

7 番手予選最後尾はオレンジも鮮やかな#67「みかんちゃんデミオ」1’12.756、こ

の位置から追い上げだ。

うなぎのぼりで TEPPEN へ！ ＃411

チームとしては 2-3 ＃70

自己最高位 ＃107

表彰台まであと一歩 ＃67

レース中に記念写真 連帯感抜群ご利益ありましたかね？！
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■序盤

スタートから順当にトップに立ったのは#21「ZEST ルブロススターレット」、いき

なり 03 秒台に入れるラップを刻むなど、速さを見せつける。

2 位はスルスルと上がってきた#411「AITAC スイフト」、なんとかトップを追いか

けたい。3 位は#70「ウエリース シビック GT」。

4位#67「みかんちゃんデミオ」、スタート直後は1コーナーで大きく姿勢を崩しグ

ラベルに飛び出すシーンが見られた。チーム関係者によれば攻めたセッティン

グとのことだが、無事コース復帰。

5 位#11「アンリミテッド DXL ヴィッツ」。6 位は義務ピット解禁後早速最初のスト

ップを行った、#107「ウエリース ロードスター 1 号」がこの位置。

7位は初参加の#911「ヴィッツ」、まずはペースを掴むこと。

■中盤

中盤でも#21「ZESTルブロススターレット」がトップを堅持。2位に 1Lapをつけて

の走り・・・だが好事魔多し、他クラスのコースアウトによりSCが出るが、この時

のピットクローズドを見落とし、3 分のペナルティストップ。これにより大きく順位

を下げることに。

代わってトップに立ったのは#411「AITACスイフト」、予選は今一つに見えたが、

04 秒台のラップタイムで、快調にペースを刻む。ただし、ホワイトラインカットの

ピットストップペナルティが与えられるなど、ミスがでる場面も。

2 位は#107「ウエリース ロードスター 1 号」、ここまでのところ自己最高位を走

行中。3 位は#70「ウエリース シビック GT」、ウエリースチームが 2-3。

4 位はこの位置まで下がった#21「ZEST ルブロススターレット」、巻き返しを狙う。

5 位は#67「みかんちゃんデミオ」、ちなみにこの鮮やかなカラーはマツダ純正ス

パイシーオレンジマイカという色だそうです。マツダは結構オレンジ好き！？

6位は#911「ヴィッツ」、タイムは 08 秒台の前半まで入れてきた。

7 位は#11「アンリミテッド DXL ヴィッツ」、優勝経験もあるチーム、まだまだ浮上

のチャンスはある。

■終盤

レースは残り 1時間、中盤からトップに立った#411「AITACスイフト」が 96Lap で

トップをキープ。2Lap差でそれを追うのは#107「ウエリース ロードスター1号」。

さらに 1Lap 差で#21「ZEST ルブロススターレット」、表彰台圏内まで挽回しもう

一度トップを狙う、流石だ。

4 位は 92Lap の#70「ウエリース シビック GT」、5 位#67「みかんちゃんデミオ」

91Lap。このあたりは表彰台をかけてもうひと波乱があるか。

6 位#911「ヴィッツ」は 88Lap で完走はかたいところか。7 位#11「アンリミテッド

DXL ヴィッツ」も 87Lap でこちらも完走は十分だが、全車まだまだ気が抜けない。

Vitz 対決を制して 5 位 ＃11

初参加で完走 ＃911

ピット作業も経験

なんとか１P 差でリーダーを守る ＃21
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■最終結果

最後までトップを守りきった#411「AITAC スイフト」が 140Lap で初優勝。開幕戦

で 3位、第 3 戦での 2位表彰台のあと、とうとうその頂上に立った。

2位には#107「ウエリース ロードスター 1号」、嬉しい初表彰台は自己最高位。

これまで表彰台目前で足踏みが続いたが、お見事。

3位はチームメイトに続いた#70「ウエリース シビック GT」、久しぶりの表彰台。

4位は#67「みかんちゃんデミオ」、予選最後尾からの追い上げで 4位入賞。

5 位は#11「アンリミテッド DXL ヴィッツ」、序盤は苦しかったがなんとか盛り返し

て入賞。

6位は初出場#911「ヴィッツ」、初出場のマシンながら規定周回数をしっかりとク

リアする 128Lap で見事完走。

7 位は#21「ZEST ルブロススターレット」、終盤再追い上げで上位をうかがって

いたのだが、ドライブシャフトのトラブルで戦線離脱、最終的にはマシンを止め

ることとなってしまった、104Lap で完走。

■総評

リオのような暑い一日（本当はリオは寒暖の差が大きかったと聞く）が終わり、

今シーズンのチャンピオン争いへ王手かと思われた、#21「ZEST ルブロススタ

ーレット」が思わぬトラブル。無得点こそ免れたが、上位争いは一気に混沌へ。

#21「ZESTルブロススターレット」は4P加えて66P、今回念願の初優勝を飾った

#411「AITAC スイフト」が 20P を稼ぎ 65P とその差１P まで迫ってきた。優勝回

数は#21 が一歩有利だが、上り調子の#411。昨年の#15 フィットが初優勝から

一気にチャンピオンに上り詰めたのは記憶に新しいが、今年は#21 と#411 のど

ちらがサクセスロードを進むのか。

#107「ウエリース ロードスター 1 号」の 2位も嬉しいニュース、ここのところポデ

ィウムまであと少しが続いていたのだが、今大会は 2 位フィニッシュ。トップをう

かがうには、もう少しの速さが必要だが、それは今後の課題。

さぁ、今シーズンのバトルも残すところあと一戦、わずか１P 差で迎える決戦に

どんな結果が待ち受けているのだろうか・・・

やったぜ！！

1+2 クラス
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「３Ｃ」クラス（1501cc 以上のNA 車と、1201cc 以上の過給

機付き車のクローズドクラス）

開幕からの連勝が2で止まった#110「DXLアライメント浜松レビン」だが、やはり

今年のチャンピオン本命であることには変わりない。このレースの結果では、シ

ーズンのタイトルが決まる。

ライバルは#62「ＷＮ ワコーズＣＬＮシビック」、#106「D&M スパイクオート106」

などだ。

■予選

予選トップは#110「DXL アライメント浜松レビン」が 1’02.491。今レースの中では

やはり一枚上手で、今シーズン 3 回目の予選トップ。2 番手は#62「ＷＮ ワコー

ズＣＬＮシビック」、1’03.033。3 番手には#106「D&M スパイクオート 106」1’

04.394、106 としては Max のポテンシャルを引き出している。

4 番手は開幕戦以来の出場となる#111「S'teeAE-1 ファジーレビン」1’08.367。

ところが予選最終 Lap で#62「ＷＮ ワコーズＣＬＮシビック」が白煙を吹いて、スト

レートエンドでマシンを止める。においからすると何かのオイル漏れのようだ。

すぐさまピットに収まり修復開始、スタートには間に合うか。

巷で話題沸騰のアルミテープチューニングだが、くしくも AE-111 を駆る 2チーム

がテープ芸（失礼）に挑んできた。#111「S'teeAE-1 ファジーレビン」にはなんとト

ヨタ純正部品を贅沢にも投入！一方の#110「DXLアライメント浜松レビン」はラン

キングトップの余裕かホムセンテープだ。さてどんな効果があるか。

■序盤

やはり#62「ＷＮ ワコーズＣＬＮシビック」はピットスタート、原因はミッションオイ

ルのようだ。なんとか戦列に加わるべく懸命の修理を行っている。

さてレースの方は、#110「DXL アライメント浜松レビン」が順当にトップをキープ。

#111「S'teeAE-1 ファジーレビン」と#106「D&M スパイクオート 106」がそれを追

いかける。

#62「ＷＮ ワコーズＣＬＮシビック」は、オイルトラブルを修復し 15 分遅れで戦列

に復帰。ここからがレースだ。

■中盤

義務ピットも解禁され第2スティントに入る中盤。#110「DXLアライメント浜松レビ

ン」がトップを守る。すでに最速タイムは 02 秒台に入れ万全の様子。

2 位には#106「D&M スパイクオート 106」があがり#111「S'teeAE-1 ファジーレビ

ン」との 2 位争いで一歩先に出た格好。

出遅れた#62「ＷＮ ワコーズＣＬＮシビック」だが、走り出せばペースを取り戻し

てきたようだ。タイムも 04 秒台から 03 秒台と上がってきた。

今季初の 3位表彰台 ＃111

シーズン最高位 ＃106

またもトラブルに泣く ＃62

AE111 で初戴冠！！ ＃110

懸命の修復で一度は復活も
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■終盤

終盤まで手綱を緩めない#110「DXL アライメント浜松レビン」100Lap、95Lap で

追いかける#106「D&M スパイクオート106」、さらに94Lapで#111「S'teeAE-1フ

ァジーレビン」、2位争いは熾烈、タイム的にもこの 2台の最速はともに 04 秒台

と接近、まだまだ最後まで目が離せない。

#62「ＷＮ ワコーズＣＬＮシビック」は 02 秒台までタイムアップし、いよいよ追撃

モードと思われた矢先、ドライブシャフトのトラブルでリタイヤとなってしまった、

残念。

■最終結果

結局最後までトップを守った#110「DXL アライメント浜松レビン」が全体でも 2 位

に入り、2 戦ぶりの優勝を飾った。

接戦となった 2 位争いは#106「D&M スパイクオート 106」が１Lap 差で#111

「S'teeAE-1 ファジーレビン」を振り切って決着。実力伯仲の見ごたえのあるバト

ルでした。

#62「ＷＮ ワコーズＣＬＮシビック」は 86Lap で完走ならず。

■総評

これにより、85P まで伸ばした#110「DXL アライメント浜松レビン」が、最終戦を

待たずしてタイトルを決めた。チームとしては 2013 年のオープンクラス以来、３

CのAE111を走らせるようになって初めてのタイトルとなった、おめでとうござい

ます！！

シリーズ2位には57Pで#106「D&M スパイクオート106」が浮上。3位には今回

スキップした#2「スピードハート IDI AP1」が 45P となっている。

さて、アルミテープの効果だが、装着したマシンが優勝と 3 位に入っているとい

う事実のみをお伝えする。

いろんなテープが･･･

3C クラス

純正品らしいです
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「ＯＰ」クラス（排気量区分なしのオープンクラス）

1 戦スキップした#19｢YADOKARI シビック」が帰ってきて、第 3戦の勝者、#44｢カ

ーリペア・ルブロスシビック」、”昭和な”#405｢インフィニティー FX」のシビック VS

カローラの構図。

■予選

予選は指定席に帰ってきた#19｢YADOKARI シビック」1’0１.688、2 位#44｢カーリ

ペア・ルブロスシビック」、1’03.854、3 位#405｢インフィニティー FX」1’08.092。

ちなみに FX は昭和と言ってますが平成 2 年式だそうです。

■序盤

全体トップで飛ばす#19｢YADOKARI シビック」、宇宙人をはじめとする豪華(!?)ド

ライバー力で追いかける#44｢カーリペア・ルブロスシビック」。#405｢インフィニテ

ィー FX」は序盤からマイナートラブルに見舞われる。

■中盤

トップの#19｢YADOKARI シビック」をなんとか捉えたい#44｢カーリペア・ルブロス

シビック」だが、なかなか差が縮まらない。そんななか#405｢インフィニティー FX」

がステアリング系のトラブルでコースアウト、その後修復されてレースに復帰。

■終盤

うまくギャップをコントロールする#19｢YADOKARI シビック」、#44｢カーリペア・ル

ブロスシビック」は最後のアタック。#405｢インフィニティーFX」はぎりぎり完走か。

■最終結果

さすがの走りを見せた#19｢YADOKARI シビック」が総合優勝。#44｢カーリペア・

ルブロスシビック」が2Lap差の2位、#405｢インフィニティーFX」は規定周回数ぴ

ったりで完走 3 位という結果。

■総評

#19｢YADOKARI シビック」が 60P でランクトップ、#44｢カーリペア・ルブロスシビッ

ク」が 45P とその差は 15P、最終戦でのドラマがあるか。

指定席に ＃19

今回は 2位 ＃44

満身創痍ながら 3 位完走 ＃405




