TEAM MITANI
2021 全日本トライアル R-4 中部大会 参戦レポート
「IAS パーフェクトで 4 連勝 チャンピオン決定へ！！」

★2021 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 氏川政哉
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 南山敏宏
GASGAS with MITANI マシン：GASGAS PRO300GP PRO250GP
廣畑伸哉 福留大登 川添蒼太 奥田欽哉

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（45 歳） 氏川政哉（18 歳） 柴田 暁（31 歳）

廣畑伸哉（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））廣畑佳伸（廣畑伸哉選手）

● 国際Ａ級クラス
ライダー
： 村田慎示（47 歳） 福留大登（16 歳） 南山敏宏（49 歳）
アシスタント ： 上田万法（村田慎示選手） 福留良太（福留大登選手）

● 国際 B 級クラス
ライダー
： 川添蒼太（20 歳） 奥田欽哉（59 歳）
アシスタント ： 川添真也（川添蒼太選手）

● レディースクラス
ライダー
： 山中玲美（26 歳）
アシスタント ： 楠 貴裕（山中玲美選手）

2021 全日本活動

メンバー 変更事項について

☆ 武田呼人選手は単身、スペインでの 2 回目の活動にすでに渡欧して活動中です。VERTIGO

を拠点に、WORLD TRIAL2 に参戦 最高位 17 位で今シーズンを終えました。
さらに new マシンニトロで VERTIGO 本社サポートの予定で来シーズンも世界戦 スペイン選
手権を戦う予定となっています。
☆ スーパークラス 4 人体制、となりました。
☆ IAS 氏川政哉選手は、GASGAS→HONDA へスイッチして初年度

☆ 6 年間 VERTIGO を駆り TOTAL15 年間活躍してくれた、柴田暁選手が 2022 新拠点へ移籍
が決定しています。新しい体制への変わらぬご声援宜しくお願いいたします。

RACE DATA
■開催日:2021 年 11 月 13 日
■開催地:愛知県・キョウセイドライバーランド
■観客:800 人■気温:16 度 ■天候:快晴
■競技:10 セクション×2 ラップ
■持ち時間:4 時間 40 分
■最多クリーン数:小川友幸（ホンダ）／20
● 国際Ａ級スーパークラス

☆1 位☆:小川友幸 4 位:氏川政哉 6 位:柴田暁 9 位:広畑伸哉
● 国際Ａ級クラス

☆3 位☆:村田慎示 13 位:福留大登 30 位:南山敏宏
● 国際 B 級クラス

22 位:川添蒼太

35 位:奥田欽哉

● レディースクラス
☆2 位☆:山中玲美
（R-4

中部大会）

業界初となる、土曜日にレースという今年 4 回目のレースとなりました。
地元ということで、お手伝い、応援団もたくさんで心強い。
2 日間連続レースですので、修理できる環境を強化して準備しました。

（2021

R-4 チームパドック）

● 国際 B 級クラス
IB1 年生 ルーキー:川添蒼太選手 20 歳

GASGAS wi th MITANI PRO250GP

地元中部なんで、結果にこだわりたいところだが緊張感が、最後までとれず硬くなったままゴールした
みたいだ、前回のようには乗り切れなかったみたいです。

大ベテラン復活 : 奥田欽哉選手 59 歳

GASGASwithMITANI PRO300GP

元国際 A 級ライダー20 年ぶりの全日本参戦でした。マシンにこだわる姿勢は妥協を許さずマシンを作
り上げました。一番レースを楽しまれたのではないでしょうか。この年になってもチャレンジをする精
神が素晴らしいし生涯楽しめるモータースポーツなんです。

● レディースクラス
全日本 5 年目:山中玲美 26 歳

HRC クラブ MITANI RTL260F

ホームグランド的会場、走り込んでいる会場とはいえ、最高の走りをみせて、今期最高位の 2 位を獲得
する活躍だ。この走りができれば十分ランキング 2 位も獲得できそうだ。

● 国際Ａ級クラス
IA ベテラン:村田慎示選手 47 歳

HRC クラブ MITANI RTL300R

さすがに緊張感が伝わってくる、今回の大会はよほど崩れることがなければ念願のタイトルに手が届く
状況だ、この日も今年の、気持ちを強く持った走りは最後まで続き 3 位を獲得して、タイトル獲得へ王
手となった。

国際 A 級ルーキー:福留大登選手 16 歳

GASGAS with MITANI PRO300GP

自分の調子コントロールできるようにそろそろなってきている感じだが、今一つ成績をあげれないもど
かしさが続く 今回 13 位当然不本意な成績だ。センスのいい走りは、もろい部分も多い、リカバリが
できる走りに期待しよう。

大ベテラン復活 : 南山敏宏選手 49 歳

VERTIGOwithMITANI VERTICAL2.5

武田呼人選手の元アシスタント、選手として 15 年ぶりくらいの復活だ、もともと奥田選手とも同時期
に全日本を戦ったライバルです。さすがにブランクは隠せず、最下位だがセクションを 4 つもアウトし
ている、さすがだ。

● 国際Ａ級スーパークラス
無敵 8 連覇王者:小川友幸選手 45 歳

TEAM MITANI Honda RTL300R

SUGO 後のトレーニングで、手首に大ダメージ 10 日間バイクを乗らず治療に専念、骨には異常なかっ
たが、重症な状況で痛み止めや対策を行い参戦となった。かなり無理したこの日は、なんと自身初のオ
ールクリーンでの完全勝利で、チャンピオンを決める奇跡的展開を演じた。恐れ入ります。9 連覇 V11
達成をこの状況でやり遂げた。怪物だ。

今期注目度 No1:氏川政哉選手 18 歳

TEAM MITANI Honda RTL300R

後半戦の戦いは好調なスタートだった、1lap 目二位、持続できれば開幕戦以来の 1-2 も目の前だった
が、7sec のリカバリーの走りで足が悲鳴を上げて動かなくなるというアクシデント、そこから連続 5
点となり、4 位まで順位を落とすことになる、よく 4 位でおさめたとなるのか、2 位でゴールしていた
らとなるのかは明日の最終決戦の結果次第となった。

Vertigo 歴 6 年目:柴田暁選手 31 歳

VERTIGO with MITANI VERTICAL3.0 R3

リズムをつかんできている、かなり落ち着いた走りは期待できる感じだ、失敗しても動じなくもなった
引きずらなくもなった、あとは点数をいかにまとめ上げれれるかだ、この日は、内容は悪くなったが僅
差での 6 位となった、しかし柴田選手もシリーズ戦のたたかい方を完成させつつある。上位陣にとって
は、怖い存在になってくる。

2020 国際 A 級無敵チャンピオン:広畑伸哉選手 16 歳 GASGAS with MITANI

PRO300GP

ルーキーがついに、実力を出せるようになってきた。今回 SS が、なかったのが残念・・・。9 位で
SS に進出できる順位まで上げてきた。ものすごく可能性を秘めたライダー早い段階で TOP6 にも絡ん
でくるだろう。これで自信をつけたに違いない。

武田呼人選手

WORLD の舞台へ

2019 年 国際 A 級タイトルを獲得して、2020 年 2 月 VERTIGO 本社を訪問、1 週間の訪問後
2020 年 9 月からワーキングホリデーVISA で 7 カ月、BARCERONA 滞在して、 VERTIGO 本社の
サポートを獲得、そして OFFICIAL ライダーとして、2021 世界選手権 TRIAL2 に、VERTIGO
COMBAT R3 3.0 でフル参戦する実績を果たした!最高位 17 位だが、日本人としてこのような一
人での活動実績は、過去に例がない。単身、VERTIGO に乗り込んで得た体制だ!!2022 も継続され
るという。素晴らしい若者のチャレンジだ。

（一番左が 武田呼人）
TEAM MITANI
三谷知明

