
 

 

 

2019年全日本 F3選手権 第 19戦 第 20戦  

岡山国際サーキット 

2019年 9月 28日（土） 
 

予選          観客: 6,700人         天候: 曇り 
 

2019年全日本 F3選手権シリーズは、この岡山国際サーキットのイベントで終わりを告げる。 

すでに第 18 戦終了時点で、チャンピオンはサッシャ・フェネストラズ選手に決まり、カローラ中京 Kuo 

TEAM TOM’S の 36 号車、宮田莉朋は、ランキング 2 位が決まっている。宮田は、有終の美を飾るべく

ポールポジションを目指してコースイン。そしてコースレコードタイムと 1000分の 1まで同じ 1分 20秒 990

をマークし、セカンドベストタイムもトップとなり両レースのポールポジションを獲得した。37 号車のステア

リングは、今回は阪口晴南が握り、今シーズン 2回目の F3 ドライブながら両レースを 3番手グリッドから

決勝をスタートする。 

 

 
 

●朝、8時 35分から開始された予選は、やや気温＆路面温度が低めだった。 

●宮田莉朋と阪口晴南はコースインと同時にタイヤのウォームアップを行い、計測 3 周目からアタックを

開始した。 

●1セット目のタイヤによる各ベストタイムは、宮田が 1分 21秒 911。阪口が 1分 22秒 291。 

●1 セット目のタイヤでは、サッシャ・フェネストラズ選手が 1 分 21 秒 765 を記録して全体のベストタイム

となっていた。 

●各車がピットインし、2セット目のタイヤを装着。宮田、阪口ともに 1セット目の感触とコースコンディショ

ンの変化に合わせて、マシンセッティングを調整し再びコースイン。 

●宮田は計測 3周目からアタックを開始し、4周目に 1分 20秒 990を記録。阪口は、1分 21秒 569。 

●宮田は、ベスト＆セカンドベストもトップで両レースのポールポジションを獲得。また、ベストタイムは、

コースレコードと同タイムだった。 

●阪口のベストタイムは 4番手だったが、3番手タイムをマークした選手がペナルティにより降格となった

ため 3 番手に昇格。セカンドベストは 3 番手タイムを記録し、結果両レースともに 3 番手グリッドからス

タートすることとなった。 

 

 



 

 

 

 

Drivers Car No. Qualifying for 19 Qualifying for 20

宮田　莉朋 36 P1 1'20.990 P1  1'21.228

阪口　晴南 37 P3  1'21.569 P3  1'21.612

天候 曇り/ドライ

気温/路面温度 気温 23-25 ? 路面: 27-28?  
 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 

「予選に向けて新たなセットアップをしてもらい、それが良い点と

少し悪い影響をおよぼすような点もあった為、1 セット目は限界

までは攻めきれませんでした。タイヤも 95%から 100%手前ぐら

いまでしか使えていなく、120%くらいまで攻めなくてはいけない

のに、それができませんでした。ピットインし若干セットアップ変

更をし、ドライビングでも修正が必要な点があったのでそれをア

ジャストしてアタック。それがうまくいき 20 秒台というタイムが出

せました。自分のポールポジション予想タイムは 21 秒 4 だった

ので、正直、20秒台に突入できたのは想定外でした。 

 

1 セット目は何か悪い感触を引きずっているなと感じ、セッティン

グの変更で何をすればタイムアップできるかと考えて走った結

果のベストタイムでしたからとても嬉しかったです。でも、コース

レコードと同タイムと聞き、だったら、もっと頑張ればよかったと

悔しさも湧いてきてしまいました。F3最後のレース 2つでポール

ポジションを獲得できて良かったです」  

 

 

阪口 晴南 37号車ドライバー 

 

「トムスさんのマシンで参加する 2 回目のチャンスなので、今回

は前回とは異なるセッティングにトライするなどして、ちょっと遠

回りをしたかなという点はありますが、充実した走行をさせてい

ただいています。 

 

セッション毎に各車がタイムアップする中で自分のタイムの伸び

しろが足りなかったかなと思います。特に 2 セット目のタイヤで

一気に伸ばさなければならないのに、前の 2台のようなタイムを

出せなかったのは、それが現状の自分の実力なのかなと感じま

した。意外と気温、路面温度が低かったので、ウォームアップを

もう少しうまくできていれば、もう少しタイムアップできたのかなと

いう反省はあります。 

 

1セット目でウォームアップの重要性を感じたので 2セット目でそ

の点を注意していたつもりだったのですが、2セット目のセクター

1 でタイムを上げきれませんでした。決勝がドライだったらスター

トポジションキープで、雨だったらポジションアップの可能性はあ

ると思います」 
 

 

 

 



 

 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

「とても素晴らしい、満足のゆく予選だったと思います。データか

ら予測していたタイムを宮田が大きく上回ってポールポジション

を獲得してくれました。予測値は、1 分 21 秒の前半でしたから、

参加選手中、唯一叩き出した 20 秒代のタイムは本当に素晴ら

しいタイムですし、これはドライバーの力で実現されたタイムで

すね。1 セット目のタイヤであまりタイムの伸びがなかったので、

ピットインし、2 セット目のタイヤを装着する際にコースコンディ

ションに合わせてほんの少しダンパーをアジャストしてコースへ

送り出しました。そこからは、宮田の頑張りだけです。 

 

最終イベントでポールポジションを獲得でき、チーム力とドライ

バーのパフォーマンスを発揮できてよかったと思います。そして

2 回目の阪口は、車にも慣れてくれました。しかし、その反面

コーナーの進入時などで頑張りすぎるような点があって、期待し

ていたが 2セット目のタイムアップができませんでした」 
 

 

山田 淳 チーム監督 

 

「前戦のもてぎで今シーズンのチャンピオンが決定して、我が

チームの宮田莉朋は、チャンピオンを獲得できず、同時にシ

リーズランキング 2 位が決定しています。しかし、ここ岡山の最

終イベント第 19戦、第 20戦にもチームとしては全力で臨んでい

ます。そして、宮田が見事に両レースのポールポジションを獲得

してくれました。素晴らしいタイムを叩き出し、それがこの岡山に

おける F3 のコースレコードタイムと同タイムでした。チームの予

想タイムよりも速かったという点では宮田の頑張りが光りまし

た。欲を言えば、レコード更新でシーズンを終えられたら最高で

した（笑）。 

 

37 号車は、今回も阪口晴南を起用しています。2 回目の起用で

トムスのやり方にも慣れてくれて、いろいろな面で改善し前進し

ています。彼のポテンシャルとしては宮田とも争えるものを持っ

ていると思います。両レースで 3 番手グリッド獲得は良い結果と

評価しています。決勝ではトムスのマシンが 1-2 フィニッシュで

終えられればと期待しています」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2019年全日本 F3選手権 第 19戦 第 20戦  

岡山国際サーキト 

2019年 9月 28-29日（土/日） 
 

決勝          観客:6,700/11,000人         天候: 晴れ 
 

1979 年から始まった全日本 F3 選手権は、41 年目の今シーズンで終わりを告げ、来季からは「全日本

スーパーフォーミュラ・ライツ選手権」として新たなスタートを切る。全日本F3選手権としての最終イベント、

第 19戦、第 20戦においてカローラ中京Kuo TEAM TOM’Sの宮田莉朋は、両レースともポールポジショ

ンからスタートを切り、トップを快走しレース中のファステストタイムをマーク、フルマークで今シーズンお

よび歴史ある全日本 F3 選手権レースの"有終の美"を飾った。阪口晴南は、両レースを 3 位フィニッシュ

している。 

 

 
 

●両レースともに最大のライバル、サッシャ・フェネストラズ選手がスタート直後に迫ってきたが、宮田は

トップの座をしっかり守ると、その後は毎周ギャップを開いてパーフェクトな展開で連勝を飾った。 

●第 19戦では 18周レースの中盤から宮田は、2位以下を引き離し 7秒以上の大差でトップチェッカーを

受けた。 

●第 20戦は、フェネストラズ選手との接戦となったが、20周のレース中、ギャップを詰められたのは 6周

のみ。それも 100分の 1秒台を詰められただけだった。 

●今回の2勝＋ポールポジション＋ファステストラップ＝24ポイントを加算。年間最多勝8勝も記録した。 

●阪口は、第 19戦でフェネストラズ選手に 1秒以内に迫るも 3位フィニッシュ。第 20戦では、トップ 2に

は距離を置かれたが、ファステストラップも 3番目のタイムを記録して 3位フィニッシュを果たした。 

 

Drivers Car No. Round 19/Fastest LapRound 20/Fastest Lap

宮田　莉朋 36 P1  1'22.694 P1  1'23.352

阪口　晴南 37 P3  1'23.408 P3  1'23.986

天候 雲り時々晴れ/ドライ　晴れ時々曇り/ウエット

気温/路面温度 気温: 28-28/32-28 ? 路面: 38-38/44-42 ?  
 

 

 



 

 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 

「まず、スタートでトップをキープでき、それ以降は、ファステスト

をとって勝つことだけを考えて走っていました。第 19 戦からセッ

トアップを変更して臨んだ最後の第 20 戦は、変更したところが

レース中盤までは悪さをして、それに僕自身が合わせきれずに

タイムをキープできなかったのですが、中盤からからはその変

更点が良い方向にいってくれました。パーフェクトなレース

ウィークになるとは思っていなかったので、結果として予選も決

勝もここまで良い成績を残すことができてホッとしていますし、

嬉しいです。それも、ここまで素晴らしいマシンを用意してくれ、

セットアップしてくれたチームのおかげだと思います。本当に感

謝しています。トムスのスーパーフォーミュラのスタッフからも

「よくやった」という声をかけていただいて嬉しかったです。僕と

しては、この週末は 100%のパフォーマンスを発揮できたと思っ

ています。今回のような走りが常にできるよう、僕自身もっと強く

ならなくてはと思いました。今シーズンは僕にとってとてもタフな

シーズンでしたが、とても成長できたシーズンでした。今後、もっ

と速く、強いドライバーにならなければならないと再認識させら

れるシーズンでした」  

 

 

 

阪口 晴南 37号車ドライバー 

 

「自分のスタートは決して悪くはなかったのでなんとかスタートで

前に出られたらと思っていたのですが、前の 2 台も失敗なくス

タートしたので順位をアップすることはできませんでした。第 19

戦ではレースの後半でフェネストラズ選手に迫ることができたの

ですが、第 20 戦で彼は改善してきたようで、今度は中盤から終

盤で離されてしまいました。最後のレースは、本当に前の2台に

離され悔しい結果でしたね。 

 

スポット参戦だからという気持ちはありません。パフォーマンス

が高ければ、いきなりトップ争いもできたわけですから。レース

を終えて現状の自分のパフォーマンスが明らかになって、明確

に自分の足りない部分を突き詰めていかないとならないと考え

させられました。僕もレーシングドライバーとしてトップチームの

マシンで走るチャンスをいただき、得られるものが多かったで

す。今回もドライブするチャンスをいただいたことに感謝してい

ます。しかし、このままトップの 2人に負けているのは嫌ですね」 

 

 



 

 

 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

「宮田が今シーズン初のフルマークで終えることができ、最終イ

ベントを締めくくることができました。岡山というコースキャラク

ターですから、予選でダブルポールを獲得したことは大きかった

です。チャンピオンは逃しましたけれど、きちんとした目標を設

定してこのレースに臨み、フルポイントを獲得することを目指し、

チーム一丸で臨んで結果を出すことができました。スタートも 2

回とも決めて、トップを守ってくれましたし、3年目の F3ですから

第 20 戦は距離も長くなり、路面温度も高くなった中でタイヤマ

ネージメントも的確に行って勝ってくれました。 

 

阪口は、シーズン 2 回目の参戦でトップ 2 台には追いつけない

状況でした。しかし、両レースとも 3 位フィニッシュと、現状で出

来うる限りの仕事をしてくれました」 

 

 

 

山田 淳 チーム監督 

 

「両レースで宮田は、凄く頑張っていましたね。スタート直後に

はフェネストラズ選手にかなり迫られていましたけれど、その後

はちゃんとギャップを開いて勝ちました。今回はとても心も強

かったですね。これまでだったらスタートで負けてしまっていた

かもしれないシーンでトップを守りました。やればできるじゃない

か！と強く感じました。その点では成長したと言えるでしょう。今

シーズンの最終レースであり、F3 の歴史に幕を閉じるレースで

したから、岡山に向かう前からパーフェクトで勝つことを目標に

していましたので、それが達成でき良い週末でした。今シーズン

は海外チームの参戦もあり、戦う環境も変化し競争力も高まっ

た中での年間 2位は評価できると思います。 

 

そして、阪口は、スポット参戦ながら彼のポテンシャルを示してく

れました。結果は 3位でしたが、もし今後一緒に仕事ができるの

であれば、もっともっと速いドライバーに成長してくれるだけのも

のを有していることは確実です。 

 

最後に今シーズン、サポートしていただいたスポンサーの皆さ

ん、そして応援していただいたファンの皆さんに感謝申し上げま

す。ありがとうございました」 

 


