


内容もりだくさんでお送りします！

スポンサー各位

いつもお世話になっております。チームマネージャーの武居

です。

平素より TEAM BRIDE をご支援頂き、ありがとうございます。

さて、先日行われました Gazoo 86 BRZ レース第 2戦 SUGO

第 3 戦富士スピードウェイの様子

そして TRD ラリーチャレンジの様子をお伝えします。

第 2戦 SUGOラウンド

みちのく仙台 SUGO！

魔物が住んでいる SUGO！

気づいたら毎食牛たん食べてる SUGO！

今回は SUGO チャンピオンカップレースとの併催です。

マネージャーは不在でしたが、選手、チームクルーから届い

た写真で SUGOの雰囲気をお届けします。

SUGO ラウンドは、全 51 台のエントリー。

チームからは、27 号車 久保選手、55 号車 森山選手の 2

選手がエントリーしました。

予選は 27 号車久保選手が 25 位通過、55 号車森山選手が 39位通過。

予選通過はできたものの、去年から走っているとはいえ、経験の少ない SUGO で強豪との戦いはやはり苦しかった模様。

今年は魔物のイタズラもなく、終始晴天の SUGOサーキット。だが、レースは横転車輌が出るなど大荒れに。

決勝は 27 号車が 22 位、55 号車が 32 位となりました。



ご紹介が遅れましたが…。ブリッド☆ギャルズ三期生にニューフェイス登場！

SUGO ラウンドより、ブリッド☆ギャルズに新メンバーが登場！

舞台でも活躍中のえりちゃんと、食べるの大好き♪元気いっぱいナツちゃんです。

二人は今年、レースクイーンデビュー！のフレッシュな新人。

若さ大爆発！で頑張っていきますので

応援よろしくお願いします。

第 3戦 富士スピードウェイラウンド

さて、今回は 11 号車に Super GT ドライバーでもある大嶋和也選手を起用し話題となりました。

片岡選手に引き続き、2 人めのプロドライバーの起用です。

大人気のイケメンドライバーということもあり、パドックには終始ファンのかたが訪れてきます。

なんと、追っかけの女の子軍団まで登場！ギャルズの追っかけはいても、ドライバーの追っかけはチーム初です。

凄い…。

プロドライバーが 86BRZ レースに参加することは、本人にとってはものすごいプレッシャーと聞きます。

「プロだから勝たないと、誰に何をいわれるやら」というプレッシャーと、周りからの「お前勝てて当たり前だろ」なんてプレッシャー。

そんなプレッシャーの中で、大嶋選手はどう戦うのか…。

また、チームメイトの黒岩選手が今回はどんなネタを出してくれるのか…。



予戦開始

太陽がガンガンに照りつけるが、日陰は寒い予選。

ニュータイヤで挑む TEAM BRIDE。

全台が同じ予選の 1組であることを生かし、大嶋選手を筆頭に

3台がコースインし、大嶋選手がタイムを引っ張る作戦に出た。

走り慣れた富士で、トップタイムを叩き出し快調に走り抜ける大

嶋選手。

その大嶋選手に食らいつく 55 号車森山選手。

走り慣れていない富士で、少し遅れながらも食らいつく久保選

手。

メインストレートを、今までにない気迫で通り抜けていく。

ラスト 5 分でトップタイムを叩き出す 11 号車大嶋選手。

「やったああああーーー！」と拍手も沸き起こる。

あとは予選終了を待つのみ…あと 3分…あとちょっと…。

だが、そこに強敵現る！なんと、同じヨコハマタイヤ勢の谷口信

輝選手がコンマ 2秒差で逆転トップタイム！

これには悔しさのあまり、声にならない叫び声を上げてしまった。

しかも、大嶋選手のトップタイムが脱輪(コース外にはみ出るこ

と)でペナルティを喰らってしまい、抹消。

なんとも悔しい予選となった…気がしたが、11号車 大嶋選手3番手、55号車 森山選手4番手、27号車久保選手 14番手と問題

のない好位置！！

予選は決勝ではない。まだまだ挽回できる位置にいる。

なお、予選 2組の黒岩選手はギリッギリの差で予選落ち…ながらも決勝 B レースにてフロントローという好位置スタート！

これには本人も思わず歌いながら喜びの舞。

終始ゴキゲンでの黒ちゃんねる収録となりました。



暑い・・・熱い・・・アツい決勝

決勝日、まずは黒岩選手の走るレース Bのスタート。

10 周のレースがスタート。

「安全運転 do セーフティー！」の掛け声で気合を入れて

の決勝スタート。

周りの勢いに怯み、なんとオープニングラップで 5 位まで順

位を下げてしまった。

けれど、まだまだ巻き返せ…あれ、帰ってこない…ぞ…。

と思っていたらだいぶ遅れてメインストレート通過。

なんと、2 周目に自己ベストを出した後他のマシンと接触し

てしまい、23 位に後退…。

22 位フィニッシュとなりました。

とりあえず、黒岩選手、マシン共に無事で一安心の決勝 Bレース…。

だが、まだまだハプニングはあった…。

ブリッドカラーが 3台出場する、決勝 Aのスタート時間。

決勝は大嶋選手が 5番グリッド、森山選手がその後方 7番グリッ

ド、そして久保選手が 29 番グリッドから久保選手がスタート。

普段通りながらも、並々ならない気迫を感じる大嶋選手。

いつも以上に気迫を放つ、森山選手。

そして自信がなさそうにしつつも、いつも楽しそうな久保選手がグ

リッドにつく。

今回はやはり、プロドライバー起用ということでチームとして

も注目を浴びている一戦。

3 台の動向に会場も注目しているようだ。

シグナルがブラックになり、いよいよ決勝 A レースのスタート。

谷口選手を先頭にとてもクリーンなスタートを切ったように見

えつつも、中盤後方ではスタートからすでにガッチガチのバト

ルの火花が切られていた。

思わず久保選手も順位をわずかに落とし、33 番手で 1 周め

のメインストレートをかけていく。

大嶋選手は 5番手を快走。ベストタイムは 2'06.739 と予選と変わらぬ速さ。

さすがプロドライバーは凄い！殆ど同じラップタイムで駆け抜けていく。

トップ集団は、既に自分のポジションができており、バトルも一段落。

だが、その後方で森山選手が 78 号車を相手にマジでやりあっていた！

開幕戦茂木での、山野選手とのガチバトルに引き続き、ど根性バトル。

バンパー to バンパーの気迫の走り。まさに意地と意地のぶつかりあい。



更にその後方では、一時期33位まで順位を落とした27号車久

保選手が猛追を開始。

気がつけば一台、また一台と抜いて、5 周目にはなんと予選よ

りポジションアップ！

メインストレートに戻ってくる度、傷が増え、ナンバーがめくれる

55 号車。やーめーてー！！

場内も湧き上がる白熱のバトルが場内スクリーンでも捕らえら

れる。

さて、どうなる、55 号車…とりあえず、壊さないでね！と願いな

がらも、ラスト 2 周。

メインストレートをじっと見る…も

帰ってこない・・・ぞ・・・そしてチェッカー

「…55 号車が、帰ってこない。」

ちょっとざわっとするチームのメンバー。

86 BRZ レースは無線が使えないため、何が起きているか一切

把握ができず。

そのままチェッカーフラッグが振られ、レース終了。

11号車大嶋選手、快走のまま5位フィニッシュ！見事なポイント

ゲットとなりました。

27 号車久保選手、一時順位を落とすも勢いのある走りでジャン

プアップ し、予選より前方の 23 位チェッカー。

55 号車はどこかのコーナーで止まってるのを見た、という情報を聞きつつもドライバーの迎えに行った所、クラッシュしたとの情報。

待っていると、右フロントがぐしゃぐしゃの 55 号車がクレーンで吊るされて帰ってきました(涙)

クラッシュシーンは何度も見ていても、自分のチームの車が

潰れるというのは悲しい…。

ココロが潰れそうでした。

とりあえず、無事に 40 位完走扱いとはなりましたが…悲しい

レースの終りとなりました。

気がつけば、自走不能な車輌が数台…。

殆どの車輌のサイドには、タイヤの跡が痛々しくくっきりと残っ

ている有り様。

シリーズが進むに連れ、どんどんとバトルが激しくなっていく

86 BRZ レースです。

次戦第 4戦は 6月 7～8日。再び富士スピードウェイで開催されます。

55 号車が早く直りますように…。



素敵な写真を頂きました

なお、第 2 戦 SUGO ラウンドでは U様より、第 3 戦富士ラウンドでは HN ひきわり納豆様より素敵な写真の提供をしていただきま

した。

いつも、プロ並みのカメラマンさんにいつも写真をいただける TEAM BRIDE は幸せかもしれません。

ありがとうございました！

提供：U様 提供：HN ひきわり納豆様

ブリッド☆ギャルズにまたまたニューフェイス！

今レースは、前回に引き続きえりちゃんとナツちゃんがブリッド☆ギャルズとしてサーキ

ットに立ってくれました。

そして、なんとニューフェイスのかおりんが登場！

かおりんも今回がレースクイーンデビューです。

スレンダーでおねえさん♥の色気が香る割に、カラカラッと豪快に笑っちゃう人懐っこい

かおりんと、えり＆ナツのフレッシュさでレースに華をそえてくれました。

なお、今回も Gazoo ブースでじゃんけん大会にも参加しちゃいました♪

PRがまだまだ慣れてない感じですが、そこは新人故にご勘弁を…。

TEAM BRIDE 全ドライバーのサイン入り T シャツがあたったお客さんは、とっても嬉しそ

うでした。



衝撃の動画も⾒れちゃう、ブリッドチャンネル

なお、富士スピードウェイの模様はブリッドチャンネルでも公開されています。

ぜひご覧ください。

大嶋選手の華麗なドライビングが見られる車載映像、そして 55 号車衝撃のクラッシュも流れます…。

https://www.youtube.com/watch?v=FuF0Q8P6VIo

TRDラリーチャレンジ

TRD ラリーチャレンジは、前ラウンドに引き続き長野県内。

今度はスキーで有名な菅平に舞台を移しての戦い。

天気は快晴なれど、レースは大荒れ。クラッシュによるリタイヤが３台も出るラウン

ドとなってしまいました。

SS2 と 6 では 2番手タイムと好調ながらも、全体ではトップに遅れてしまい、最終的

に 4位でレースを終えました。

が、上位とは僅差！まだまだ期待のできるタイムです！

＜村木選手・佐々木選手からのコメント＞＜村木選手・佐々木選手からのコメント＞＜村木選手・佐々木選手からのコメント＞＜村木選手・佐々木選手からのコメント＞

村木選手：村木選手：村木選手：村木選手：

車に慣れてきてスピードも乗ってきました。

コドライバーとのペースノート走行をもっとうまくしてトップに追いつきた

いです。

佐々木選手：佐々木選手：佐々木選手：佐々木選手：

いいリズムで走れましたがもっと速く走れるはずです。

レース経験者より速く走れているので無理せず自信を持ってペースを

上げて欲しいです。

なお、ライバルのモリゾー選手は今回はエントリーなしでした…。

次戦は 6月 1 日に徳島県で開催されます。次回は表彰台を期待！

以上、内容盛りだくさんでお送りしました！

さて、今回の報告は以上になります。

どのカテゴリーも目指せ表彰台！でもマシンは壊さないでね！

次戦もどうぞ、応援よろしくお願い致します。



※今回のレポート・リリースについてのお問い合わせは以下までお願い致します。

〒457-0845

愛知県名古屋市南区観音町 9-114

チーム BRIDE マネージメント事業部

担当 富田馨

Tel:(052)691-7670

E-mail:tomita@bride-jp.com


