
 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

2019 SUPER GT 第 7 戦 

スポーツランド SUGO 

2019 年 9 月 21 日（土） 

 

予選     来場者：12,000 人     天候： 曇り時々晴れ 

 

シリーズ第 6 戦オートポリスで劇的な 3 位フィニッシュを果たした LEXUS TEAM KeePer TOM’S

の 37 号車は、ランキングトップの同じく LEXUS LC500 の 6 号車に 10 ポイント差に迫っている。迎

えた第 7 戦は、ウエイトハンディが獲得ポイントと同じ 55Kg。まずは、最終戦に向け、よりポイント

差をつめるべく臨んだ予選で 4 番手グリッドを獲得。ライバルの 6 号車は、8 番手となって、チャン

ピオンへ向けてのステップをもう一段上がり 81 周、300Km の決勝へ駒を進めた。 

 

  

 

●第 6 戦を終えて獲得ポイント 55 点＝ウエイトハンディ 55Kg (実ウエイト 38Kg+燃料リストリクター

1 ランク)。 

●平川 亮が Q1 を担当した。 

●予想よりも若干、気温と路面温度が低い中でタイヤを十分に温めてからアタックを行なった。 

●平川は、4 番手で Q2 進出を果たした。 

●ニック・キャシディが Q2 を担当。 

●平川と異なるタイプのタイヤを装着してアタック。 

●約半分のウエイトハンディのマシンに対して、4番手のタイムを叩き出し2列目から決勝をスター

トすることとなった。 

 

Driver Car No. Qualifying 1 Qualifying 2 

平川 亮 
37 P4 

 1’10.568 
P4 

  

ニック・キャシディ    1’10.690 

      



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

      

天候/路面 曇り時々晴れ/ドライ    

気温/路面温度 19〜18℃/25〜24℃  

 

 

平川 亮（37 号車ドライバー） 

 

「前回のオートポリスとは違って、今回は僕が Q1 を担当し

ました。ニックが Q2 に自信を持っていたので、それならこち

らが Q1 を担当します、という感じでしたね。菅生は距離が

短いので少しのタイム差で予選順位が変化しますから厳し

い予選でした。朝の練習走行の最後、GT500 クラスの占有

走行帯でニュータイヤを装着してマシンチェックと自分自身

の雰囲気作りをしようとしたのですが、あまり良くなかった

です。それは、自分のドライビングに問題があったので予

選までに修正して臨みました。問題は改善できたので結果

も良かったと思います。このサーキットではホンダの NSX

がいつも速いですから、この結果には満足と言うか、6 号車

の前のグリッドに付けましたので、これも良かったです。決

勝は雨になりそうで、他のタイヤメーカーのマシンも周りに

いて、タイヤの温まりが違って混乱もあるかもしれません

が、無事に上位で終えたいですね」 

 

 

ニック・キャシディ（37 号車ドライ

バー） 

 

「置かれている状況では今回の予選結果に関しては満足し

ているけれど、もう少しタイムアップすることはできたかもし

れないです。Q2 で自分が装着したタイヤは事前の練習走

行ではトライしていなかったものなので、タイヤからのイン

フォメーションが十分ではなかったですね。一度でもトライし

ていたタイヤだったら、もっと良い結果が出せた可能性が

大きいです。ライバルの 6 号車も同じタイヤを使用している

と聞きました。彼らは、8 番手でした。順位的なものよりも彼

らより自分のタイムが 0.6 秒速かったことには満足してい

る。決勝は NSX や 6 号車がどうかというより、天候とコース

コンディションがどうかということが気になります。天候は誰

にも一緒だし、どうすることもできないのでベストを尽くすの

みですね」 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

 

小枝正樹（37 号車エンジニア） 

 

 

「午前中の練習走行でロングランよりも二人のドライバーに

だいたい均等にニュータイヤで走ってもらってフィーリング

とタイムを確認してタイヤのチョイスと Q1 と Q2 の担当を決

定しました。やはり、路面温度が予想よりも低かったし、事

前テストではっきりとした手応えを得られていなかったの

で、今回現場に来てから判断すべきことも多く、ニックの Q2

で履いてもらったタイヤのデータもあまりなく、タイムが伸び

悩んだ原因かもしれません。良しとして判断したのですが、

実績があるタイヤの方が良かったかもしれませんね。決勝

は雨が降り続くような状況ならば、取りこぼしなくしっかりと

ポイントゲットして最終戦に繋がる結果を出したいと思って

います」 

 

山田 淳（37 号車監督） 

 

 

「予選結果は、4 番手で上手く行ったと判断しています。当

然他メーカーよりも同じメーカー、チャンピオンを争っている

6 号車を最大限に注視し予選を戦ったわけですから、4 番

手のグリッドで 6 号車が 8 番手だったので、予選の結果は

満足ですね。Q2 を担当したニック自身は、もう少し良いタイ

ムを出せるという感触を持っていたかもしれませんね。それ

でも 1 分 10 秒の前半がベストではなかったのではないで

しょうか。だから NSX のトップタイム 9 秒台はすごいタイム

ですよ。われわれは、6 号車の前からスタートできるのはと

ても大きいです。着々とチャンピオンへ向けての階段は上

がってきていると思います」 

 

舘 信秀（総監督） 

 

 

「良い。良い予選でした。6 号車の前で決勝をスタートする

ことは予選において一番大事なことだったので、それを達

成できましたね。ウエイトハンディが半減するといっても

50kg 以上の重さがあるわけだから、周りに居る軽い車の中

で 4 番手になれたのだから頑張ったということです。決勝は

雨の予報が出ています。雨なら雨がずっと続くような変化

がないコンディションで戦いたいです。そしてできる限り 6 号

車とのポイント差を少なくできる結果で終えたいですね」 

 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

2019 SUPER GT 第 7 戦 

スポーツランド SUGO 

2019 年 9 月 22 日（日） 

 

決勝     来場者： 25,100 人     天候：雨 

 

再びの台風接近により天気予報どおりに、決勝スタート前に雨が降り始め、路面はウエットへと変

化した。LEXUS TEAM KeePer TOM’S は、ウエットタイヤでのスタートを判断。セーフティカース

タートの後にポジションをアップし 2 位でファーストスティントを終えドライバー交代。雨量が多くな

る中で順を落とすも 4 位でフィニッシュ、8 ポイントを獲得。最終戦にはランキングトップと 7 ポイン

ト差で臨こととなった。 

  

●ニック・キャシディが、スタートドライバー。タイヤはウエットを選択。 

●降雨によりセーフティカースタートが切られ、4 周目からレースが開始された。 

●キャシディは、1 コーナーでチームメイトの 36 号車をパス。ポールポジションスタートの 17 号車

はスリックタイヤでスタートしていたので、それもパスし 2 位へ上がった。 

●段々と雨量が多くなる中でも 2 位をキープ。一人のドライバーの最小規定周回数、レースの 3

分の 1 となる 27 周を消化しピットイン。ドライバー交代。タイヤは交換せずにコース復帰。 

●平川 亮のセカンドスティントでは、雨量はさらに多くなる状況だった。 

●38 周目から 43 周目までセーフティカーがコースインした後はトップを走行。 

●しかし、雨量が多くなると他メーカーのタイヤがそのコンディションにマッチしてきた。 

●53 周目から 58 周目の間に順位を落として 4 位へ。 

●各マシンの巻き上げるスプラッシュで視界も悪く、グリップも低下する中でもコンスタントなラップ

タイムを刻み、4 位でゴール。LEXUS/ブリヂストンというパッケージのトップで決勝を終えた。 

 

Driver Car No. Race Result/Fastest Lap 

平川 亮 
37 P4 

1’24.061 

ニック・キャシディ 1’19.993 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

     

天候/路面  雨ウエット   

気温/路面温度 19〜18℃/25〜24℃   

 

 

平川 亮（37 号車ドライバー） 

 

「今回の自分のスティントは、最初から雨ですから状況は

分かりやすかったのですが、ウエットコンディションは当然

のように大変で難しいドライビングでした。作戦的には、

セーフティカーの影響を受けないよう早めのピットインを行

いました。その対処は良かったと思います。そしてタイヤも

問題ないというというので、そのまま交換せずに走ったので

すが、雨量が増えてきて、硬めのレインタイヤではタイム

アップできなかったです。チーム無線でライバルの 6 号車

がソフトタイヤに換えたという情報が入りましたが、一番硬

いレインタイヤでも同じようなタイムで走れていたので、＜

大丈夫です＞と答えました。もう少し点差を詰めて終えた

かったですが、3 ポイントつめて 7 点差ですから、最終戦で

逆転チャンピオンを狙います」 

 

ニック・キャシディ（37 号車ドライ

バー） 

 

「雨のコンディションの中でも自分たちの得られる最良の結

果を得られたと思っていいます。亮のドライビングも最高で

した。一番硬いレインタイヤで交換せずに走りきるという作

戦も良かったです。チームには感謝しています。 

今回は、他メーカーのタイヤがコンディションにマッチしてい

たようだが、我々は、ブリヂストンユーザーのトップ、そして

LEXUS のトップでゴールがラインを切れたのだから、最高

ですね。ライバルの 6 号車が 6 位フィニッシュで、3 ポイント

差を詰めることができました。最終戦は今回のパフォーマ

ンスを維持して再びチャンピオンを獲得したいです」 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

 

小枝正樹（37 号車エンジニア） 

 

 

「雨のコンディションですから、菅生ではドライでもセーフ

ティカーの導入は多いので、セーフティカー導入に影響され

ないように早めのピットインは当初からの作戦でした。硬め

のタイヤから軟らかめに交換しなくてはならないほど雨量

が多くならないだろうと予測し交換はしませんでした。ブリ

ヂストンタイヤユーザーの中では最上位でフィニッシュ出来

ているので、選択は間違っていなかったと判断しています。

6 号車の位置を見つつ、最後までしっかりと作戦どおりの

レースができました。欲を言えば、もう少し 6 号車との点差

をつめて最終戦に臨みたかったですが、7 ポイント差を逆

転できるマシン造りをして最終戦に乗り込みます」 

 

山田 淳（37 号車監督） 

 

 

「今回も雨がらみの難しいコンディションのレースとなりまし

たが、タイヤチョイスもこれ以上の選択はできなかったかな

と思います。そして、しっかりと危なげなく終えて、6 号車の

前でゴールできました。できれば、4 ポイント以下まで点差

をつめたかったのですが、これが我々の最大限だったで

しょう。7 ポイント差で最終戦を迎えるので、逆転チャンピオ

ンへは作戦を練らないといけませんね。硬めのレインタイ

ヤでスタートして作戦もブレることはなく、最後までちゃんと

戦えました。あの戦略が我々のベストでした。もてぎでの秘

策はありますけれど、決して楽な戦いにはならないでしょ

う。その中でチャンピオン獲得に向けて全力を尽くします」 

 

舘 信秀（総監督） 

 

 

「我々は LEXUS とブリヂストンのパッケージで最高のパ

フォーマンスを発揮できました。そして 6 号車の前でゴール

できたのはとても大きい成果だと判断しています。これで

チャンピオン争いは、2 台に絞られたといって良いです。日

産の 23 号車に可能性は残されていますが、ポイント差が

トップと 20.5 点ですので予選から決勝までパーフェクトでな

ければならないですから、チャンピオン争いはルマンとトム

スの戦いだと思っています。他メーカーのファンには申し訳

ないが、最終戦のもてぎは LEXUS 同士の決戦。最終戦

は、レースを大いに楽しませていただいて、最後に笑いた

いです。最終戦が楽しみですね！」 

 


