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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。

今年もあっという間に駆け抜けてしまったレースシーズン。

その総括として、各カテゴリーの奮闘の様子をお知らせします。

Gazoo 86/BRZ レース

＜Rd.4 スポーツランド SUGO＞

7 月 11～12 日にスポーツランドＳＵＧＯにて開催された第 4 戦に、55 号車森山選手が参

戦しました。

タイヤが合わずに苦戦をし、予選 29 番手、決勝 24 位フィニッシュとなりました。

＜Rd.6 十勝スピードウェイ＞

8 月 23 日、十勝スピードウェイにて第 6 戦が開催され、27 号車の久保選手が参戦しまし

た。

予選前のフリー走行で、なんとミッショントラブル発生！

ほぼぶっつけ本番で決勝に挑み、28 位フィニッシュとなりました。

9/26-27

＜Rd.7 富士スピードウェイ＞

9月 26～27日、富士スピードウェイにて第7戦が開催され、11号車は 86 レース初参戦の

チャールズ・カ キン選手と 55 号車森山選手が参戦しました。

チャールズ選手はアメリカを拠点にフォーミュラ D や WTCC などに参戦している経験豊富

なプロドライバーです。

11 号車見並選手は、チャールズ選手を支えるべくメカニックとして参戦。

86 レース初挑戦の 11 号車チャールズ選手、まだマシンとコースに慣れていないため、慎

重にレースに挑み予選 25 番手、決勝 24 位フィニッシュとなりました。

55 号車 森山選手は予選 20 番手スタート。得意の富士スピードウェイで 5 台を抜き、15

位フィニッシュとなりました。



＜Rd.8 鈴鹿サーキット＞

11 月 7～8 日、ホームコースである鈴鹿サーキットにて今季の最終戦が行われました。

TEAM BRIDE は久しぶりに 3 台揃っての参戦。

11 号車チャールズ選手、27 号車久保選手、55 号車森山選手が参戦しました。

天気は、予選までは良かったのですが、決勝はなんと雨・・・。

チャールズ選手、予選は 17 位。WTCC にて東コースのみですが経験のある鈴鹿、そして大

得意！の雨のコースということで、決勝ではなんと！12 台ゴボウ抜きで堂々の 5 位入賞！

見事ポイント＆トロフィーをゲットしました！

あの織戸選手もレース後にチャールズ選手を大絶賛！

久保選手は以前のマシントラブルが解消せず、予選 31 番手と少し出遅れてしまう。

決勝では雨に足を取られてしまい、ハーフスピンをきっしてしまいました。その間に順位を

落とし 28 位フィニッシュ。

森山選手は予選からスピードが伸びないというマシン不調に見舞われ、予選 30 番手。決

勝でも症状が改善されずに 32 位フィニッシュとなりました。

この結果から、今季のポイントスタンディングスは

チャールズ選手 8ポイントで 14 位、森山選手同ポイントで 15 位となりました。

今季も応援ありがとうございました。

鈴鹿のレースではブリッド☆ギャルズも勢揃い！

りなちゃん、ちほちゃん、お久しぶりのしーちゃんの 3 人が鈴鹿サーキットに駆けつけてく

れました。

寒い中、笑顔を絶やさず頑張ってくれました。

ところで 3人が持っているのは、できたてホヤホヤの BRIDE カレンダー。

もちろん、ギャルズのページも有ります♪

みなさん、ゲットしてくださいねえ～♥

なお、今回のレースの写真は西口さん、栗山さんに頂きました。

いつもありがとうございます！



全⽇本ダートトライアル

＜第 5 戦 2015 年東北ダートトライアル IN KIRIYANAI＞

7 月 12 日、第 5 戦が青森県サーキットパーク切谷内にて開催されました。

絶好調、PN2 クラスの Vitz 櫻井選手が見事な走りで準優勝という好成績をおさめました！

PN2 クラスの鳥居選手は 10 位フィニッシュ。

SC2 クラス インプレッサの小関選手は 10 位フィニッシュとなりました。

＜第 6 戦 NOZAWA ダートトライアル＞

8月 8～9日、第 6 戦が長野県の野沢温泉村にて開催されました。

PN2 クラスの鳥居選手が 3 位表彰台をゲット！

前回表彰台を獲得した櫻井選手は 10 位に沈んでしまいました。

SC2 クラス、インプレッサを駆る小関選手は、スピンを喫してしまい 15 位でした。

＜第 7 戦スーパートライアル in 今庄＞

9 月 5～6日、福井県のオートパーク今庄にて第 7戦が開催されました。

前日降った雨で路面はウエットコンディション。ダートラのコースこそ、ウエットは何があ

るかわかりません（でもそれが楽しい、という人もいますが…。）

PN2 クラス、Vitz を駆る櫻井選手が混戦を制し見事今期 2 勝目をゲットしました！

鳥居選手は 4 位と惜しくも表彰台を逃してしまいましたが見事な入賞です。

小関選手は前回のトラブル後復帰でなんとか完走と苦しい結果となってしましました。

＜第 8 戦ダートスプリント in 門前＞

10月 4日、第 8戦が石川県能登市の門前モータースポーツ公園にて開催されました。

PN2 クラスは櫻井選手 2 位、またまた嬉しい表彰台をゲット！

鳥居選手は 6 位、今年はトラブルに泣かされた小関選手は 16 位という結果になりま

した。

以上の結果、PN2クラス櫻井選手は優勝した強敵鎌田選手にわずか15ポイント差で

シリーズ 2 位につけることができました！

今季も応援ありがとうございました。



TRD ラリーチャレンジ
＜TRD ラリーチャレンジｉｎ 安芸高田＞

6 月 21 日、広島県の安芸高田にて第 4 戦が行われました。

このレースはドライバー佐々木選手と、TEAM BRIDE ダートトライアルの名手でも

あるコドラ櫻井選手とタッグを組んでの参戦となりました。

なんと、なんと、クラス 2 位を獲得！！

櫻井選手、代打のコドライバーということで緊張もあったかと思いますが、櫻井選手

のアドバイスで佐々木選手も走れたとのこと。普段は違うカテゴリに参戦している二

人で、力を合わせて表彰台をもぎ取ることが出来ました！

＜ TRD ラリーチャレンジ ｉｎ 高山＞

7月 12日、岐阜県の高山にて第 5戦が行われました。梅雨の時期なのに、当日は

まるで真夏のような炎天下。その天気の中 170km の長丁場で戦います。

このレースには佐々木・深尾コンビで参加。

タイヤ選択が難しく、めまぐるしく順位の変わる激戦の中、ライバルのモリゾー選手

より上の 8位でこのレースを終えました。

＜TRD ラリーチャレンジｉｎ 高岡＞

8月 30 日、京都府内にて丹後半島ラリー２０１５が開催されました。

日本三景の天橋立が展望できる、最高のロケーションでの戦いとなります。

このレースには、佐々木・深尾コンビで参加。

雨によってウエットコンディション、更に霧による視界不良にも悩まされましたが、午

前中は 3 位と好位置。

しかし、若手ドライバーの追い上げに敗れ、4 位でこのレースを終えることとなりまし

た。

＜TRD ラリーチャレンジｉｎ 高岡＞

9月 27日、富山県高岡市内にてレースが開催されました。参加台数も 67台と今シーズン最多。イベント広場も用意され、大

賑わいとなりました。このレースには、佐々木・深尾コンビで参加。

シビアな路面のなか、9位で完走を果たしました。

＜TRD ラリーチャレンジｉｎ新城＞

11/1、今年の最終戦のTRDラリーチャレンジ新城が愛知県新城市にて開催されま

した。このレースには、佐々木・深尾コンビで参加。

全レースの中で、一番盛り上がる新城ラリー。参加台数も 75 台と多く、86 クラスも

18 台とかなり多いこのレースは 11 位でレースを終えました。

今季も応援ありがとうございました。



全⽇本ジムカーナ

＜第 6 戦 関越スポーツランド＞

8月 1～2 日、関越スポーツランドにて第 6 戦が開催されました。

パドックの温度が 40 度を超える酷暑の中でのレース。

東山選手はタイムアップをしたものの、痛恨のパイロンタッチ。このレースを4位

で終えました。

関越スポーツランドが閉鎖となるため、最後の開催となってしまったのはとても

残念です。

＜第 7 戦 スピードパーク恋の浦＞

9 月 19～20 日、九州のスピードパーク恋の浦にて第 7 戦が開催され、このレースを 8 位で終えました。

＜第 8 戦 本庄サーキット＞

10 月 10～11 日、埼玉県の本庄サーキットにて最終戦となる第 8 戦が開催さ

れました。

大会前にエンジンが停まってしまう車輌トラブルに見舞われ JAF のお世話に

なり（本当に有難うございます）、なんと移動中にも同じトラブルが発生。

どうなることか心配されたものの、ネッツ中部豊田店様が現地まで来て修理を

試みてくれました。

その結果、見事準優勝という素晴らしい結果を残すことが出来ました。

沢山の人に支えられたレースでした。

このレースの結果、シリーズ 4位という好成績で今シーズンを終えました。

今季も応援ありがとうございました。

鈴⿅クラブマンレース

＜第 4 戦 300km 耐久＞

6 月 27～28 日、鈴鹿サーキットにて 300km 耐久が開催されました。

このレースでは、ブリッドギャルズでもあるいとうりな選手がフォーミュラエンジョ

イデビュー。

予選は 15 位、クラス 7位からのスタートとなりましたが、4 位入賞！

デビューレースから素晴らしい成績を収めることが出来ました。

Vitaでは、90号車 森山選手、ダブルエントリーのいとうりな選手、森選手組は9

位完走。

99号車 深谷選手、見並選手、富田選手組は 5位と好位置を走行中、残り 2周

でマシントラブルで惜しくもリタイヤとなってしまいました・・・。

Fit クラスの伊藤選手は混戦に巻き込まれてしまい、9 位でこのレースを終えました。



＜第 5 戦＞

9 月 13 日第 5戦が行われました。

このレースではＦＩＴ１．５チャレンジカップに 25 号車 伊藤俊哉選手が参戦。

14 台が参加したこのレースは、スタート後から 4 位グループを 3台で競うレース展開となりました。

このレースを 5位で終えました。

＜第 6 戦＞

10 月 18 日に第 6 戦が開催されました。

このレースではＦＩＴ１．５チャレンジカップに 25 号車 伊藤俊哉選手が参戦。

14 台で競うこのレースで、予選 6番手スタート。

なかなかの好位置からのスタートでしたが、残念ながらポイントを取ることが出来ませ

んでした。

＜第 7 戦＞

12 月 5 日に最終戦となる第 7戦が開催されました。

このレースではＦＩＴ１．５チャレンジカップに 25 号車 伊藤俊哉選手が参戦。

17 台で競うこのレースでは、予選 3番手と好調な位置からのスタート。

激戦となったレースでポイントを取ることはできませんでした。

この結果から、今シーズンはランキング 9 位で終えることとなりました。

今シーズンもありがとうございました！

今シーズンも始まったかと思えば、駆け抜けるように終わってしまいました。

たくさんのカテゴリーで、たくさんのドライバーが、たくさんのスタッフが、全国各地で頑張ってくれました。今年は出来る限り、

会えたドライバーやスタッフには直接「ありがとう」を伝えて回りました。本当であればご支援くださる皆様やファンの皆様にも

直接会ってお礼を言いたいのですがかなわず。ここでお礼を言わせてください。本当にありがとうございました。

来季より、チーム名を新たに Team THE BRIDE として戦います！THE BRIDE は、ブリッドカラーで参戦する選手だけにとど

まらず、BRIDE シートで戦うすべてのドライバーが仲間と言う意味です‼ 来季もたくさんの仲間とともに、頑張ります！

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


