
 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

 

2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 6戦 

岡山国際サーキト 

2019年 9月 28日（土） 
 

予選        観客: 6,700人     天候:曇り時々晴れ 

 

2019年シリーズはこの岡山国際サーキットでの第 6戦を含めて 2戦を残すだけとなった。第 5戦を終え

てランキングトップに立っているVANTELIN TEAM TOM’Sの 37号車、ニック・キャシディにとっては、予

選で好位置を確保することが重要だった。ミディアムタイヤとのマッチング、セットアップに苦しんでいた

が、今回の岡山では金曜日に行われた練習走行からじっくりとミディアムタイヤで走りこんだ。そして、ミ

ディアムタイヤ装着が義務付けられ、A、Bグループに分かれて行われたQ1を 36号車の中嶋一貴共に

トップタイムで通過した。しかし、キャシディは、Q2で敗退。10番手グリッド。中嶋は今シーズンの第2戦、

オートポリス以来、久しぶりに Q3進出を果たして 4番手グリッドを得て決勝を迎えることとなった。 

 

 
 

●予選 Q1は、抽選によって A、Bグループに分かれて行われた。 

●キャシディが Aグループ。中嶋が Bグループで Q1を走行した。 

●キャシディ、中嶋共にグループのトップで Q1を突破した。 

●グループの上位 6番手まで、計 12台によるQ2は上位 8番手までがQ3に進出する。ほぼ同時にコー

スインした 2 台だったが、スロー走行していた他車によって、アタックを中止するラップもあり、キャシディ

に至っては、アタックラップにタイムロスしてしまい、10番手となり、Q3進出を果たせなかった。 

●中嶋は 7番手で Q3に進出し。4番手、2列目ののグリッドから決勝をスタートすることとなった。 

 

Driver Car No. Q1 Q2 Q3 

中嶋一貴 36 P1   1'14.692 P7    1'13.136 P4   1'12.884 

ニック・キャシディ 37 P1   1'14.540 P10  1'13.382   

     

天候 曇り時々晴れ/ドライ   

気温/路面温度 気温：30-30℃ 路面：34-34℃   
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中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

 

「もうちょっと上に行けるかなという感じだったので 4 番手という

のは満足ではないですね。まあ、満足ではないという気持ちに

なれた状況にいるのですから今シーズンで一番の予選だった

のかとも思っています。ニックのグループ A のトップタイムを見

て、それなら自分も頑張らなければとコースインしたら思ってい

た以上に良いタイムが出せたので、これは嬉しい驚きではあり

ました。Q2 以降は、ウォームアップのタイミングが各車で様々

だったので思いどおりのタイミングでアタックできませんでした。

そこが残念でしたが、これまでの状況を考えるとあまり贅沢なこ

とは言えないなとも感じます。 

 

最初のアタックの周にバックストレートで前に 2 台が見えて、こ

れは完全に引っかかると判断してアタックをやめ、そこでミラー

を見たらニックはまだ来ていなかったのですが、ダブルヘアピン

でミラーにニックが見えたので、できるだけ邪魔にならないよう

にペースアップしました。どれだけ影響したのかは僕にはわか

りません。タイミングが互いに良くはなかったですね。予報では

決勝は雨ですよね。しかし、予選も雨予報だったのにドライでで

きた。決勝はウエットよりドライでやりたいですね。例の 10 周

ルール（タイヤ交換規制）によって戦略はより限定されるような

気がします。できるだけ上位でフィニッシュしチームに貢献でき

れば良いですね」 

 

 

 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

 

 

「Q1のグループAで 2番手から 0.5秒近く速いタイムでトップに

なれたので良かったです。ソフトタイヤのマッチングはこれまで

も良かったけれど、ミディアムで好タイムを出せたのはとても良

かったです。そして、Q2 のソフトタイヤとマシンのマッチングは

最高だった。しかし、アタックラップで前に 1台いて、その影響で

タイムロスしてしまいました。アクセルを戻すほどではなかった

けれど、確かに影響はありました。Q3 に進めたらポールポジ

ションを獲得することもできたと思っていたので残念です。チャ

ンピオンシップを戦っているドライバーが Q1 で敗退しているけ

れど、それにはあまり関心がありません。決勝ではできるだけ

多くのポイントを稼いで最終戦の戦いに臨むだけです」 
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東條 力 36号車エンジニア 

 

 

「Q1 トップで良い予選の滑り出しでした。金曜日にミディアムで

走って感触を得ようとしていましが、実はユーズドタイヤ、それも

マイレージが嵩んでいるタイヤだったので正直はっきりとした

データが把握できていませんでした。そこで今シーズン初めて

のセットアップを朝の練習走行で試してみたら、その方向性が

良く Q1の結果に結び付きました。 

 

ニックのセットアップとはかなり異なるセットアップでしたが共に

好タイムをマークできたというのは面白い現象でしたね。コース

インのタイミングでニックが一貴に引っかかってしまったというの

ですが、一貴もセクター二つをベストできた周にアタックをやめ

ていた状況もあるので、コースインのタイミングはとても難しい

です。決勝は、久しぶりに上からのスタートなので正攻法の作

戦での戦いになると思います」 
 

 

小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

 

「金曜の練習走行はミディアム、土曜は、ソフトタイヤで走行して

共に良い感触を得て予選に臨むことができました。そして Q1の

グループ A でトップタイムをマークできて、ミディアムのセットも

良かったことが確認できました。ソフトタイヤではこれまでも好

感触だったので Q2 でトラフィックに遭遇してしまって残念です。

もう一周行けたのかどうか微妙なタイミングだったのでピットイ

ンしてきて予選を終えてしまいました。10 番手のグリッドから決

勝を戦うことになりましたが、天気予報では、雨の可能性もあ

り、10 周以内のタイヤ交換はタイヤ交換義務にカウントされな

いというレギュレーションも今回プラスされて、ちょうど半ばのグ

リッドからはどのような作戦がベストなのか悩むところですね」  

 

 

舘 信秀 チーム監督  

 
 

 

「苦しんでいたミディアムタイヤとのマッチングに光明が見えて、

二人のドライバーともにグループトップのタイムで Q1 を突破す

るところまではとても良い流れだったのですが、Q2 ではトラ

フィックに引っかかってしまって、ニックがQ2敗退となってしまっ

たのは、本当に残念でした。その原因が、一貴の前に 2 台のス

ローカーがいてスローダウンしていたと聞き、巡り合わせが悪

かったとガッカリしつつ、今後は、2台をコースインさせるタイミン

グを考えるなり、方策が必要と考えますが、ほとんどの車両が

同時にコースインしてアタックする現状では、難しい状況です

ね。 

 

一貴は 4番手という好位置から決勝をスタートできるので、期待

が高まりました。ポイントリーダーのニックは何としてもポイント

加算できるように作戦を組み立てて決勝に臨みます」 

 

 

 



 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 6戦 

岡山国際サーキト 

2019年 9月 29日（日） 
 

決勝        観客: 11,000人     天候: 晴れ時々曇り 

 

雨の予報が出ていたが、幸いにその予報は外れ、夏を思わせるような天候の下、決勝レースは行われ

た。中嶋一貴とニック・キャシディは、異なるスタートタイヤを選択。中嶋がミディアム、キャシディがソフト

を装着しスタートを切った。8 周目にセーフティカーが導入され、中嶋は 10 周してピットインし、ソフトタイ

ヤに交換。キャシディは、ピットインせずに走行を継続し着実に順位アップ、57周目にトップに立ち、60周

してピットイン、ミディアムタイヤへ交換。ポイント獲得圏内でレースに復帰したが、他車と接触しスピン、

順位を下げてしまった。中嶋は、ソフトスタートのドライバーたちがピットストップした時点で 2 位へ順位

アップしてそのままゴールした。キャシディは、1点差でポイントランキング 2位で最終戦に臨む。 

 

 
 

●レース直前のチームミーティングでスタートタイヤを決定し、各々ソフトとミディアムを選択。スタートタイ

ヤ選択は、ランキング上位であるキャシディに優先権を与えた。 

●今回、10 周以内のピットインでタイヤ交換しても"タイヤ交換義務"を果たしたことにはならないという新

たな規定が追加されている、 

●8 周目に 1 台がコースオフしセーフティカーがコースイン。中嶋を含むミディアムタイヤスタートのドライ

バーたちが 10周してピットインし、ソフトタイヤへ交換した。 

●キャシディは、ソフトタイヤで走行を続け、順調にポジションをアップしていった。 

●キャシディは、33周目に 2位に上がり 57周目に平川亮選手をパスしてトップに立った。 

●予定レース距離を迎える前に規定の"最大レース時間 90分"に達することが 59周目に判明したため、

レースは予定より 2周前の 66周で終了、チェッカーフラッグが振り下ろされることになった。 

●60 周してキャシディはピットインしミディアムタイヤへ交換、5 位でレース復帰。6 位を走行していた 62

周目に他車と接触してスピンしポイント獲得圏外に順位を落としてしまい、10位でレースを終えた。 

●ソフトタイヤでスタートしたドライバーたちが順次ミディアムタイヤへ交換するためにピットインすると、

中嶋は 64 周目に 2 位へポジションアップ。トップの山下健太選手を追うも及ばず 2 位でゴール。表彰台

に立ったのは、2018年の第 3戦菅生以来だった。 

●キャシディはポイントを獲得できず 28ポイントのまま。ランキングトップの山本尚貴選手とは 1ポイント

差で最終戦（鈴鹿）に臨む。ランキング 5位のドライバーまでチャンピオン獲得の可能性を残している。 
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Driver Car No. Race/Fastest Lap 

中嶋一貴 36 P2    1'17.308 

ニック・キャシディ 37 P10  1'16.537 

   

天候 晴れ時々曇り/ドライ 

気温/路面温度 温度：30-29℃ 路面温度：37-34℃ 

 

 

 

中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

 

「ミディアムタイヤスタートでセーフティカーのコースインのタイミ

ングも我々にとっては最高でしたが、ソフトタイヤスタートでトッ

プを走行する平川選手のペースも悪くはないと予想していたの

で、彼のピットインのタイミングによってはタイヤ交換した時点で

はまだどうなるかわかりませんでした。だからプッシュし続けて

走行しなければなりませんでした。前を行く山下選手のペース

は序盤はあまり良くなかったですが、途中から良くなって、離さ

れたりしたのですが、その辺はうまくコントロールして離されな

いようにしたり。そして背後から来るニューウェイ選手のペース

も悪くはなかったので頑張らなければなりませんでした。山下選

手を抜くまでに至らなかったのは残念ですが、やはり優勝する

には予選でフロントローを獲得しなければならなかったでしょ

う。山下選手を捕らえられなかったのは、中盤でプッシュし過ぎ

てタイヤを使い過ぎてしまったのが良くなかったですね。鈴鹿の

最終戦はこの勢いを持ち続けて臨みたいです」 

 

 

 

 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

 

「終わってみれば、ミディアムタイヤスタートが正しい戦略でした

ね。それでも順位アップしてゆき Ryo（平川）の背後まで迫り、こ

ちらのペースが上回っていましたが、ここ岡山では、オーバーテ

イクすることがとても難しかったです。そして、最後に接触、スピ

ンしてポイントを獲ることができませんでした。今シーズンもまた

最終戦で山本選手とチャンピオンを争うこととなりました。その

他にもチャンピオンの可能性を持っているドライバーはいるけ

れど、最大のライバルは、やはり山本選手です。彼は鈴鹿を得

意としているドライバーなので、厳しい戦い、最終戦になるで

しょう」 
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東條 力 36号車エンジニア 

 

 

「セーフティカーはコースインするだろうと予想していましたが、

ミディアムタイヤでスタートしたドライバーにとっては、まさに最

高のタイミングでした。ミディアムタイヤによる走行時間をミニマ

ムで終えることができ、ピットインしソフトタイヤへ交換すること

ができました。今週末の一貴は良い流れだったということで、結

果も残すことができました。久々の表彰台は嬉しいですね。これ

で鈴鹿に向けて勢いが増したと思います。開幕戦の鈴鹿ではリ

タイヤしていますから、次は優勝を狙えると思います」 

 

小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

 

「ミディアムタイヤとソフトタイヤの選択が分かれ、そしてセーフ

ティカーが入るタイミングで明暗が分かれたというのは、スター

トタイヤ選択の段階では全く予測はできないことでしたから、

しょうがないですね。レース中盤に 2 位へ上がったのは良かっ

たですが、前の平川亮選手のペースがあまり良くなく、付き合

わされてしまった展開でした。もう少し早い段階でトップに出ら

れていたらまた違ったレースになっていたと思われます。ポイン

トを取れずに 1点差でランキング 2位として最終戦を迎えます。

開幕戦で勝ったといえど、鈴鹿ではホンダエンジン勢が速そう

です。シーズンエンド、そして今シーズンの集大成としてこれま

で蓄積してきたデーターを総合して臨みチャンピオン獲得を実

現したいです」  

 

 

舘 信秀 チーム監督  

 
 

 

「決勝日のチームミーティングで 2 台の戦略を同じにはしたくは

なかったのでスタートタイヤの選択は、ニックに優先権を与えま

した。そしてニックがソフト、一貴がミディアムでスタートを切りま

した。ソフトタイヤスタートでは、2 ピットストップも作戦の中には

ありました。しかしながら、今回もセーフティカーのコースインが

明暗を分けましたね。一気にミディアムタイヤでスタートしたドラ

イバーが有利になりました。その状況下でもニックは最大限の

パフォーマンスを発揮してくれました。最後の接触とスピンがな

ければポイントも加算できて、ランキングトップで最終戦を迎え

られたが一つでも前へというニックのスピリットを讃えたいです。 

 

一貴は、予選から好調で久しぶりの表彰台に立ってレースを終

えることができたので、最終戦も期待しています。最終戦では

チャンピオンの可能性を有するドライバーが増えたし、今年も素

晴らしいチャンピオン決定戦になるでしょう。その中で栄冠を手

にできれば最高ですね」 

 


