


豪華絢爛抱腹絶倒？！レジェンドカップ

こんにちは、チームブリッドマネージャーの武居です。

平素より当チームに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。

さて、先日11月 24日に富士スピードウェイにて開催された富士

スプリントカップ THE FINAL。

今イベントの目玉レースでもある「GOOD SMILE レジェンドカッ

プ」に招待チームとして参戦してまいりました。

レジェンドたちと現役ドライバーの手に汗握りつつも笑いのあふ

れるレースの模様をご報告いたします。

錚々たるメンバーと⾛ります！！

ところでこのレジェンドカップがどうして人気があるかご存知でしょうか？

80～90 年代、日本のモータースポーツを盛り上げた中嶋悟や鈴木亜久里、片

山右京など、誰もが知っている元 F1 ドライバーや、今は引退してしまったドライ

バー、はたまた責任ある立場にいる Super GT の人気監督、ジャニーズ事務所

所属の大人気監督「マッチ」こと近藤真彦などなど、立場は違えど往年のドライ

バーが繰り広げるガチンコバトルの面白さ。

なお、最年長は 73歳。

そしてバトルはもちろんのこと、毎度繰り出される「晩御飯抜き」や「場内清掃」、「修理代自腹」といったおもしろペナルティが誰にど

う課せられるかが注目されているのです。(主に土屋圭市氏に課せられる)

朝からスカッと気持ちのいい青空。雲ひとつ無い富士山に迎えられた。

今回は趣旨が変わり、レジェンドが走るだけではなく、86 BRZレースのドライバーor招待選手と、レジェンドがタッグを組んで戦うレ

ース。

金色の朝日がさすパドックでは、予選前にレジェンドドライバーのシート合わせが入念に行われた。

今回のエントリーは 11号車、55 号車、96 号車の 3台。

11 号車の吉本選手とタッグを組むのは、「和製マンセル」こと、黒澤琢弥

選手。

1988 年に F3 でデビュー。フォーミュラにとどまらず JTCC、JGTC、Super

GT と日本の歴代GT レースを知り尽くし

現在は PCCJ にて監督、インタープロトシリーズではドライバーとして活躍

中。

父、兄弟揃ってプロドライバーという、元祖・レーシングドライバー一家。

現在 51 歳。



55 号車の森山選手とタッグを組むのは、モータージャーナリストの津々見

友彦選手。

1963年、大学生の時に開催された第1回日本グランプリ自動車レース大会

にてデビュー。

国内トップメーカーのワークスドライバーとしても活躍。

映画『栄光への 5000 キロ』にもドライバーとして出演。

72歳の現在でもイベントレース等に出場。

96 号車の黒岩選手とタッグを組むのは、Super GT のオブザーバーでもあ

る岡田秀樹選手。

鮮やかな水色のレイトンハウスのレーシングスーツがトレードマークだった

…が(ジッパーが閉まらないのか)今回は青のレーシングスーツにて参戦。

1978 年にレースデビュー。紆余曲折を経て 1987 年ル・マン 24時間レース

に出場。

1988 年は全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権（JSPC）にてチャン

ピオンを獲得。

JTCC、JGTC をドライバーとして走り、Super GT を運営する立場。55歳。

予戦スタート

まず、86 BRZ ドライバーが走行をし、その後レジェンドドライ

バーのタイムによってグリッドを決定する。

今回のレースを攻略ポイントは「普段 86 や BRZ のレース車両

に乗っていないレジェンドドライバーが、いかにマシンに慣れる

か」である。

確かに前回のレジェンドカップも 86 レーシングが使用されたが、

やはり誰かが作り上げたマシンというのはその人の好みや癖

もある。ましてシリーズを戦い終えるまで使った車輌は、ただ

の 86 レーシングとフィーリングが全く違うはず。

朝、予選前にかなり入念なシート合わせをしたのも「少しでも速く走ってもらおう」と、そんな理由である。（安全面はもちろんの事）

厚手のマットや毛布など、隙間に詰め込んだり、レーシングスーツに直接マットを何枚も貼る選手あり。

ここはある種、メカニックや帯同するスタッフの腕前が試されるところでもある。

岡田選手は、マシンに精一杯神経をめぐらせているのがわかる走り。

オブザーバーとして、普段からペナルティにならないか目を光らせる立場。

間違っても接触をするのはやばい！という思いもあったのだろうか…。

少し元気が出ない走りで 17番手。残念！

津々見選手は、気合十分！といった感じで出ていったが

メインストレートで見ていると、なんだか走ることをエンジョイしている模様。

とっても楽しそうにドライブをし、マシンを降りたところで「いやあ、乗りやすい車ですねえー」とジャーナリストらしく笑顔で語る。それ

でも、タイムは 7位。さすがとしか言い様がない…。



走りだしから快調の黒澤選手。素晴らしいタイムで周回を重ね、ベストラップを何度も叩き出す。

これにはコンクリートウオールの際で「おおー」と歓声が上がる。

反対に「うはぁぁー」と声を出す吉本選手。

黒澤選手がタイムアップするたびに、吉本選手の緊張もアップ（笑）

なぜなら、スタートドライバーは 86 BRZの選手。

つまり、このグリッドを活かすも殺すも吉本選手次第。責任重大なのである。

だが、黒澤選手の独壇場を許さないとばかりに「カミカゼ右京」こと片山右京選手もぐいぐいとタ

イムを伸ばし、最終的にわずかの差で、片山選手にトップタイムを奪われてしまう。

「あー右京に抜かれちゃったよー」と残念がる黒澤選手。

だが、決勝は 2 番手スタートと過去最の順位！！

だが、まさかこの後…あんな事態になろうとは…。

レジェンドの予選の後は、86 BRZ ドライバーの走行となる。

決勝全 10 周のレースのうち、必ず 1 度のドライバー交代が義

務付けられているため

練習も兼ねて、予選でも気迫のドライバー交代が行われる。

シートベルトがうまくはまらなかったり、シートポジションが合わ

なかったり…そんな事が起きたら大きなタイムロスとなる。

「よっしゃ！」と手を出したけれど、しっかり足手まといのマネー

ジャー…決勝では手を出すことを諦めました。

86 BRZ ドライバーはいつもどおりの集中した走り。

過去のエントラントの中から選ばれたドライバーとマシンだけあ

り、大変クリーンな予選が行われた。

この順位は決勝のスターティンググリッドには影響がない。

我チームはもう 2番手スタートと決まっているのだから。

決勝には前には 1 台しか居ない！グリッドの正面には誰も居ない。

まさか今シーズン中にこんな好位置からのスタートが拝めるなんて夢にも思っていなかった。

若干舞い上がるギャルズとマネージャー。

だが、ひそひそと何か噂が聞こえる。

「何台か、ペナルティが出るらしいぞ」と誰かが言っていた。

もしかして…うちのチーム？と少し嫌な予感がよぎった。

まさかこの後…あんな事態になろうとは…。



決勝レーススタート

の、その前に。発行されたグリッド表を確認すると

ポールポジションの位置に

11 黒澤/吉本 BRIDE ADVAN 86

の文字。

はて、うちは 2番スタートのはずなのに…と首を傾げ

グリッド表を下まで見ると…

※Car No.7.82.96 はありえない最高速を叩き出したため、グリッド降格

とした！！！

…出ました、レジェンドカップ名物おもしろ裁定！！

要は、レギュレーションでは出ないはずの最高速度が記録されている

＝余計な改造をしましたね！！

という事です。

つまりトップの片山・谷口組がグリッド降格処分。

このペナルティにより

11号車 黒澤・吉本組。

まさかのポールポジションゲット！！

55号車津々見・森山コンビが 15番手とこれまた好位置からのスタート。

96 号車岡田・黒岩コンビは上記の通り、”ありえない速度”のためグリッド降格。22番手スタートとなった。



そして、これもレジェンドカップ名物のスタートセレモニー。

スタート前には名前をコールされ、レッドカーペットを歩いてのグリッド入場です。

緊張のスタート前に更に緊張を強いられる選手たち…表情が硬いです（笑）

後方グリッドより選手の名前が呼ばれ、最後にポールポジション

の黒澤・吉本コンビの名前がコールされると、場内から拍手が

沸き上がります。

が、余韻に浸るまもなくスタート 3分前コール。

慌ててスタートの準備に奔走。

…もう少し時間をください。

本当に前に誰もいない…。

当たり前なんですが、本当に誰も前にいないんですね。

いや、当たり前の事なんですが、ポールポジションなんていつもテレビで見る事しかなく

自分のチームがポールポジションなんて、経験したことがないので現実味がわきません。

この現実味は、来年頑張ってポールを取らないとわかないのでしょう…。

今回は湧いている間もなく、スタート前のオープニングラップが始まりました。

ド緊張状態の吉本選手、うまくスタートが切れるか心配です。



シグナルが消え、一斉にスタート。

ここから 10周、泣き笑いのガチンコバトルの始まりです！

いつもどおり、落ち着いた素晴らしいスタートを決め、オープニ

ングラップ(最初の一周)をトップで戻ってくる11号車吉本選手。

55号車はスタート後方の接触などの混乱を見事に避け一気に

5台抜き。10 番手までジャンプアップ。

96 号車も巻き込まれる事なく、無事オープニングラップを

走り抜ける。

なお、数名ジャンプスタート(フライング)をした選手がおり「父・星野一義より訓戒処分」「腕立て伏せ 30 回」という厳しい？ペナルテ

ィが課せられ場内爆笑。

2周目に入っても 11号車吉本選手は「これはいける！」という見事な走り。

だが、他のドライバーがそうは許してくれない。

2周めの 100R で失速してしまい、一気に 4 台にオーバーテイクされてしまう。

5 周目、タイヤが温まって速スピードがが乗り始めた頃、あちこ

ちで熾烈なポジション争い繰り広げられられる。

ここで 55 号車森山選手が前走車の坂本選手と星野一樹選手

を相手に 100R で 3 ワイド！

見事なバトルに場内の歓声がヒートアップする。

86 レースは後方のバトルこそ見応えアリ！！そのままこの3台

はこの周回、あちこちでバトルを繰り広げ、ストレートでは星野

一樹選手とのサイドバイサイド！いつの間にか順位は 4位まで

アップ！

黒岩選手は落ち着いた走りで 14位まで順位を上げる。

各車 5周頃からドライバー交代が激しくなる。

7周目にはほとんどのマシンがドライバーチェンジを終え

ここからレジェンドのガチンコバトル、時々譲り合いが始まる。

なお、今回レジェンドには「ぶつかったらそこでレース終了」という

厳しい裁定が下るため、どんなギリギリなバトルとペナルティが

繰り広げられるかが楽しみである。

8周目、津々見選手と星野一義選手のバトル！

あの「日本一速い男」星野選手を 9周目見事にオーバーテイク！

7位に浮上

ドライバー交代の段階で 18位。そこから鬼神のごとく順位を上げ

続ける 11号車黒澤選手。

1周で 4台、次の周回でまた 7台とどんどん追い上げていく…。

気がつけば 11号車 5番手、55号車 6番手の一桁順位。96号車 16番手でファイナルラップに入る！



やったーーーーーーーー！

11号車が表彰台目前の 5位でファイナルラップ突入。

表彰台目前なだけに、祈るよう…いや、祈りながらモニターを見つめる。

トップ、片山右京選手が悠々とクルージングするようにゴールに戻ってきてチェッ

カー。

そしてモニター表示がレース終了に変わり、その後を追う鮮やかなオレンジ色の

ARTA鈴木亜久里選手のマシンがゴール。

次は…次は…誰だ…

表示された、11号車の文字。

やったーーーーーーー！

「よし！！」とガッツポーズをするマネージャーの横で

「え？これってどうなったの？」と、ポカーンとした表情のギャルズ。

表彰台からちょっぴり遠い、苦しいシリーズを終えた彼女達も

表彰台の実感がわかって居なかった様子。

「表彰台だよ！あの高いところに行けるんだよ！」と言うと

「うそぉぉぉぉーーーー！すごいーー！」と大喜び。

最後の最後のレースで、嬉しい初表彰台ゲットです！！

55号車津々見選手も、上位ポジションを守りきり 7位と大健闘！！

96号車岡田選手はグリッド降格も効いて苦しいレースだったが、17位でチェッカー。

元 F1 ドライバーという素晴らしいレジェンドたちと上った表彰台。これもやはり、ポールポジション同様なかなか実感がわきません

でした…。

初のポールと表彰台を一気に穫れた今回のレースは、本当に夢心地でした…。



今回はブリッド☆ギャルズにゲスト登場！

今回のブリッド☆ギャルズは、ゲスト登場！

名古屋を中心に活動している K-POP シンガーの「ボミちゃん」こと、ケイ・ボミちゃんが

グリッドに立ってくれました。

彼女もレースクイーンは初の経験。

とっても明るくて笑いの絶えない、とってもステキなコでした。

ケイ・ボミ ホームページ http://www.cme-group.co.jp/cmeartist/kaybomi/

また今年1年間の経験を積んだ「あーちゃん」こと南彩子は、今回はボミちゃんの指導

役。

先輩として、しっかりポージング指導などができるようになりました。

また、無類のK-POP好きのあーちゃん。

ボミちゃんと韓国語のアプリを使ってのコミュニケーションをうまく取っていました。

また、今回はポールポジションのグリッドボードを持つ大役を見事にこなしてくれ、ドラ

イバーのケアも手伝ってくれました。

あーちゃんも、1年頑張ったね！お疲れ様でした！！

また、今回もヴァリエ様ご協力の下、メイクアップアーティスト

の保坂英也様と武田佳子様に素晴らしいメイクをしていただ

きました。

ありがとうございました。

http://www.cme-group.co.jp/cmeartist/kaybomi/


いかがでしたか？

最後の最後に 3位表彰台と嬉しい結果を残せた TEAM BRIDE。

今度こそ、今シーズンは終わりです。

ですが、シーズンの終わりは 2014 年シーズンの始まり！

まだまだ TEAM BRIDEは走っていきます。

2013 年シーズン、TEAM BRIDE を応援して頂き、支えていただき、ありがとうございました。

※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


