2015 シーズンレポート Vol2
スポンサー各位
こんにちは、TEAM BRIDE マネージャーの武居です。
平素より TEAM BRIDE をご支援いただき、そして応援いただきありがとうござい
ます。

いよいよシーズンの最盛期を迎えました。
各カテゴリーの奮闘の様子をお知らせします。
※写真はひきわり納豆さんに頂きました。ありがとうございます！

Gazoo

86/BRZ レース

＜第 2 戦 岡山国際サーキット＞
第 2 戦は 4/25～26 日、岡山県の岡山国際サーキットにて開催されました。
今回は 55 号車森山選手がプロフェッショナルに出場しました。
実は 55 号車森山選手、どのサーキットでもとんでもなく速いのですが、岡山だけは
相性がいまいち・・・なのです。
予選は速さを生かせず、21 位での通過。
決勝では混戦の中 4 台を気持ちよくパスし、17 位まで順位を上げフィニッシュしまし
た！
※写真は栗山さんに頂きました。ありがとうございます！

＜第 3 戦 富士スピードウェイ＞
第 3 戦は 6/6～7 日、静岡県の富士スピードウェイにて開催されました。
今回は久しぶりに、11 号車見並選手、27 号車久保選手、55 号車森山選手が揃って
プロフェッショナルクラスへのエントリーとなりました。
予選は森山選手 10 番、見並選手 15 番、実は富士とちょっと相性の良くない久保選
手…41 番スタートとなりました。

決勝はスタート直後からあちこしでバトル勃発！
ファイナルラップで先頭集団の順位が入れ替わる、シリーズ始まって以来一番
エキサイティングなレースでした。(個人的に)
55 号車森山選手、見事 6 位入賞！
11 号車見並選手、順位をだいぶ落としてしまいましたが 24 位完走。
27 号車久保選手、14 台をオーバーテイク！大幅ジャンプアップでゼッケンと同
じ 27 位完走となりました！
※写真はゆきさんに頂きました。ありがとうございます！

富士はブリッドギャルズも 3 人応援に駆けつけました！
左からセクシーな美脚の持ち主レナちゃん、ふんわり笑顔のキュートなミン
ミンちゃん、そしてフォーミュラニッポンの RQ オブザイヤーにも選ばれた実
績がある、笑顔がステキなチホちゃん♪
今回のギャルズ 3 人全員、ドライバーとして色々なレースに参戦しているん
ですよ♪
彼女たちの、RQ としての活躍、そしてドライバーとしての活躍から目が離
せませんね！

なお、今回は栗山さん、HN ゆきさん、HN ひきわり納豆さん、富澤さん、たくさんの
方にステキな写真を撮っていただきました！
残念ながらレポートには掲載しきれないので、TEAM BRIDE のホームページに掲
載させていただいきました。
ご覧ください！
http://team-bride.jp/photos/race-2015-86-03-fuji
※写真は富澤さんに頂きました。ありがとうございます！

全日本ダートトライアル
＜第 2 戦 九州 スピードパーク恋の浦＞
4/18～19 日、福岡県のスピードパーク恋の浦にて全日本ダー
トトライアル第 2 戦が開催されました。
な、なんと PN2 クラスの櫻井選手が、優勝！！
第 2 戦からこんなに高い位置に登れるとは思っていませんでし
た！
櫻井選手、おめでとうございます！
PN2 クラスの鳥居選手は 10 位 。
今回初出走の SA1 クラスにて岡村選手がシビックで出走し、8
位完走となりました。

＜第 3 戦 北海道 オートスポーツランドスナガワ＞
5/23～24 日、北海道オートスポーツランドスナガワのダートトライアルコースにて第 3 戦が
開催されました。
前回 SA1 クラスにて優勝し連勝が期待されている櫻井選手。健闘しましたが 5 位完走、鳥
居選手も沈んでしまい 11 位。
SC2 クラス小関選手は他のライバル勢に競り勝つことが出来ず、12 位完走となりました。
とはいえ、3 台無事に完走出来るだけでもすごい！
応援は当たり前、マシンも簡単にひっくり返る危険があるダートトライアルは、本当に過酷
な競技です・・・。

＜第 4 戦 広島県 テクニックステージタカタ＞
6/13～14 日、広島県のテクニックステージタカタにて第 4 戦が開催されました。
PN2 クラス、第 3 戦では少し沈みぎみになってしまった櫻井選手、大健闘 2 位！また
また表彰台をゲット！
同じく PN2 クラスの鳥居選手は 7 位のシングルフィニッシュ！
PN2 クラス絶好調！

この勢いで、SC2 クラスの小関選手も・・・と思っていた矢先、なんとインプレッサにト
ラブルが！
エンジンのパワーが上がらない？と思ったら、なんとエンジンルームから出火！
エンジン周りに大ダメージを負ってしまいました・・・。
当面のレースに参戦できるか難しい、深刻な状態です・・・が、小関選手なら大丈
夫！
早期復帰できる事を期待してます！
な、ダートトライアルの写真はカメラマンの加藤仁さんから頂きました！
とっても躍動感のある素敵な写真、ありがとうございます！！

＜雑誌掲載情報＞
プレイドライブ 7 月号に恋の浦での櫻井選手の優勝を取り上げていただきました！

プレイドライブ 7 月号
「雨の恋の浦でヴィッツ GRMN ターボが 全日本カテゴリー初制覇!」
http://playdrive.jp/backnumber/7393

TRD ラリーチャレンジ
＜第 2 戦 長野県 信州中川＞
4/26 日、第 2 戦が長野県の中川村にて開催されました。
今回から村木選手がお休み。かわりにコ・ドライバーの佐々木選手がドライバーに、
コ・ドライバーは深尾選手になりました。
2014 年もコンビを組んだこの 2 名。

佐々木・深尾コンビの今シーズンデビューレースは、8 位。
佐々木選手いわく、「セカンドグループの上には行きたかった・・・」とのことですが、ま
だまだコンビを組んだばかり！
これからに期待しましょう！！

＜第 3 戦 長野県 須坂＞
6/14 日、第 3 戦がスポーツランド信州にて開催されました。
このサーキットは、ブリッドファミリーでもある町田亜矢選手のご家族が経営
しているステキなサーキットです。
そんな TEAM BRIDE と御縁のあるサーキットにて、佐々木＆深尾コンビは 4
位をゲット！
足回りに若干の不安があったものの、思い切ったレースで見事上位フィニッ
シュ。
毎戦表彰台の姿が近くなってきました！
これは期待大！！

＜第 4 戦 広島県 安芸高田＞
6/21 日、広島県の安芸高田にて第 4 戦が開催されました。
絶好調の佐々木＆深尾コンビ、SS1 はなんと 2 番手！
そのままの勢いでレースを走りぬけ、なんとなんと 2 位表彰台をゲット！

ついに見えた表彰台をきっちり引き寄せました。
佐々木選手、深尾選手、おめでとうございます！！

・・・次はモチロン、てっぺんですよね！
優勝に期待♪

全日本ジムカーナ
＜第 3 戦 エビス＞
4/25～26 日、ドリフトのメッカでもあるエビスサーキットでオールジャパンジムカー
ナ イン エビスが開催されました。
86 にて PN3 クラスに参戦している東山選手は 5 位でこのレースを終えました。
表彰台は見えているのに、激戦区である PN3 クラスではなかなかあと 2 つ上げる
のは難しい・・・。

＜第 4 戦 名阪スポーツランド＞
5/16～17 日 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪スポーツランド まほろば決戦が
開催されました。
東山選手、1 本目パイロンタッチペナルティーを科されてしましました。
2 本め、何とか挽回するも 6 位でレースを終えました。

なお、写真は栗山さんから頂きました！
いつも素敵な写真、ありがとうございます！

＜第 5 戦 オートスポーツランドスナガワ＞
6/6～7 日、北海道 オートスポーツランドスナガワにて第 5 戦が開催されました。
前日練習では 2 番手タイムと絶好調だった東山選手。
なんと、マシントラブルにて表彰台目前の 4 位でレースを終えてしまいました。
フェリーを使っての長旅で、マシンも疲れたのかもしれません・・・。

とはいえ、上位でレースを終えることができているここ 3 戦。
しかも、シリーズポイントも第 5 戦を終了した時点で 5 位と、まだまだ上に行けるチャ
ンスはある状態。
次戦はぜひとも表彰台をとって欲しいですね！！

鈴⿅クラブマンレース
＜Fit1.5 チャレンジカップ＞
3/29 日に開催された第 2 戦。
伊藤選手は予選 7 位とまずまずのポジションをゲット出来ましたが、
決勝では少し順位を落として、10 位フィニッシュとなりました。

5/10 日に開催された、第 3 戦。
TEAM BRIDE から VITA に参戦しているルーキー桂田選手と激しいバ
トルを繰り広げるも、惜しくも競り負けてしまい 10 位フィニッシュとなり
ました。

＜VITA＞
5/10 に開催された雨の第 3 戦。
ルーキーの桂田選手は予選 3 位をゲット！
決勝ではそのまま順位を死守し、嬉しい 3 位フィニッシュ！
見事今シーズン初めて表彰台に立つことが出来ました！

以上、レポートをお送りしました！
※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

