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2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 7戦（最終戦） 

鈴鹿サーキット 

2019年 10月 26日（土） 
 

予選        観客: 13,500人     天候: 曇り 

 

2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権は、この第 7戦で最終戦を迎える。 

VANTELIN TEAM TOM’Sのカーナンバー37ニック・キャシディは、第 6戦を終えて 1勝、3位 2回、4

位 1回 8位 1回の結果により、トータルポイント 28点でランキング 2位。ポイントリーダーの山本尚貴選

手との差は 1点。奇しくも山本選手は、昨年最終戦でチャンピオンを争っているドライバー。カーナンバー

36 の中嶋一貴は、12 ポイント、ランキング 7 位でこの最終戦を迎えている。キャシディは、トヨタエンジン

勢のトップ、6番手。中嶋は 10番手で今シーズンの最終レースを迎えることとなった。 

 

 
 

●金曜日の雨は夕方にはやみ、土曜日はドライコンディションとなった。 

●午前中の練習走行でドライコンディションのセッティングおよび、ミディアムとソフトタイヤ 2 種類の確認

を終え午後の予選に備えた。 

●今回も Q1 は 2 グループに分けられた。ポイントランキングに従って A、B グループに分かれ、中嶋は

Aグループ。キャシディは Bグループ。各グループの 6番以内に入ると Q2へ進出することとなる。 

●中嶋が 4番手、キャシディが 3番手で Q1を突破した。 

●ホンダエンジンが優勢の状況下で、キャシディは唯一トヨタエンジンで Q2 を 8 番手で突破、Q3 に進

出。 

●8台によるQ3ではキャシディが 6番手となり、チャンピオンを争う山本尚貴選手（5番手）と同じ 3列目

のグリッドを確保した。中嶋は、10番手から決勝をスタートする。 

 

Driver Car No. Q1 Q2 Q3 

中嶋一貴 36 A P4   1'38.073 P10 1'36.914   

ニック・キャシディ 37 B P3   1'37.501 P8   1'36.802 P6   1'36.496 

     

天候 曇り/ドライ     

気温/路面温度 気温：23-23℃ 路面：25-25℃   
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中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

 

「金曜日の練習走行は雨だったのですが、土曜日朝の練習走

行ではドライセッティングが調子良く、予選に臨むことができまし

た。シーズンの終盤でQ1のミディアムタイヤでも速さを示すこと

ができて、Q2に進むことが出来ましたが、僅差でQ3へ進むこと

ができませんでした。マシンの調子に全く不満もなかったので、

パワーの差が予選結果に出たということですね。今回のポイン

トランキング順のQ1クラス分けも自分のAグループの方が厳し

いかなと思いましたけれど、B グループも熾烈な状況だったよう

で、グループによる差はなかったようです。トムスチームとして

は、この最終戦でニック（キャシディ）がチャンピオンを獲得でき

るように僕はサポートに回りたいですが、決勝の作戦はニックと

自分では異なるものになると思います。決勝のペースはホンダ

エンジンとは予選ほど差は生じないと思うので、良いレースがで

きればと思います」 
 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

 

 

「チームのパフォーマンス、そして自分のドライビングには満足

している。結果的にトヨタエンジンのトップで予選を終えることが

出来ました。この最終戦に限らず、ライバルのホンダエンジンの

速さ、一発の速さは凄かったです。マシンセッティング、そして作

戦もパーフェクトでしたね。Q3 まで着実にタイムを短縮すること

できて、これだけ自分たちが完璧な予選を行なっても 6 番手

だったということは、パワーの差は如何ともしがたいということだ

と思います。救いなのは、最大のライバルである山本選手が一

つ前の 5 番手グリッドにいることです。決勝のタイヤ交換がこの

最終戦でより細かくレギュレーション変更され、作戦の幅が狭め

られているので、特にスペシャルな作戦は立てられません。こ

の状況では、ベストを尽くしてどのような結果になるかを待つし

かないです」 

東條 力 36号車エンジニア 

 

 

「トムスとして、はニックが 6番手、一貴が 10番手でトヨタエンジ

ンユーザーでは 1-2という良い予選結果でした。予想はしていま

したが、やはり今回もホンダエンジンの一発の速さは際立って

いました。チームとしてはその中でも頑張って良い予選の展開

だったと思います。決勝においては、予選でのホンダ勢との速

さの違いは無いと思うので、互角に戦えると思っています。タイ

ヤ交換義務のレギュレーションが今回少し変わっているので、

作戦の幅が狭まっています。第 6 戦と同じようにチーム内で 2

台の作戦を変えて行くと思いますが、ニックにはチャンピオン

を、そして一貴はできる限り上位でフィニッシュして最終戦を終

えたいですね」 
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小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

 

 

 

「今回初めてのドライ走行だった朝の練習走行で、ニックからや

やリアセクションの安定性に欠けるというコメントがあったので、

それを修正し予選に臨みました。そのセットアップ変更は良かっ

たようで、予選のQ1からQ3までセッティングの変更を行わずに

走行することができました。Q3 のアタックを終えた時にニックは

＜マシンは最高の状態＞と無線で伝えてきてくれてくれました。

トヨタエンジンユーザーのトップで予選を終えていますから、6位

という結果はパワーの差。これはどうしようもできないことです

ね。選手権を争う山本選手は、もちろんマークしていましたが、

直前の 5番手に位置していて、同じ 3列目のグリッドから決勝を

スタートすることになりました。決勝では、ホンダエンジン勢と互

角に戦えると思うので、作戦も含めて万全の準備をしてチャン

ピオン獲得に向けて頑張ります」  

 

 

 

舘 信秀 チーム監督  

 
 

 

「予選を迎えるまでは、モータースポーツファンの皆さんに素晴

らしいレースをお見せできれば良いかなと漠然と考えていまし

た。しかし、現場で予選の展開を見ているとニックの予選順位と

ライバルの山本選手の決勝スターティングポジションが同じ列と

なって、だんだんと緊張感が増して来ました。そして、ポールポ

ジションを獲得したアレックス・パロー選手が 1 ポイントを獲得し

てニックと山本選手のチャンピオン争いに接近して来ました。ま

た、優勝すればボーナスポイントの 3 点が加算されるのでウカ

ウカしていられない状況になりました。昨年、ニックは別のチー

ムでしたが、最終戦でチャンピオンを争い、1 ポイントで栄冠を

逃しています。今年は、その逆で最後に笑う立場になって欲し

いです」 
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2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 7戦（最終戦） 

2019年 10月 27日（日） 
 

決勝        観客: 22,500人     天候: 晴れ時々曇り 

 

VANTELIN TEAM TOM’S 

カーナンバー37 ニック・キャシディ 

2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権ドライバーズタイトル獲得 

 

キャシディは、6 番手グリッドからスタートし序盤で 3 位へポジションアップをすると、タイヤ選択戦略も功

を奏し、2 位へポジションアップしそのままゴール。チャンピオン争いをしていたライバルが順位を落とす

中、終始安定したハイペースで 43 周を走破しシリーズの栄冠を勝ち取った。36 号車の中嶋一貴は、10

番手からスタートし、序盤でタイヤ交換を行い猛烈にプッシュするも他車と接触、マシンの一部を破損し

て苦しい展開となり 14 位で最終戦を終えた。中嶋のシリーズランキングは 12 位。チームランキングは 2

ポイント差で 2位とし、2019年シーズンを締めくくった。 

 

 
 

●今回タイヤ交換義務の規定が変更され、トップ車両が 7 周を終了以降から最終周に入るまでの間に

行うこととなった。 

●トムスチーム内で予選順位が上位のドライバーにタイヤチョイスの優先権を与え、2 台の作戦を変え、

キャシディがソフトを選択したので、中嶋はミディアムタイヤでスタートを切った。 

●レースがスタートすると、3番手グリッドの車両がスタートを失敗したが、大きな混乱はなかった。キャシ

ディは 1周目 5位にポジションアップ。2周目、3周目も相次いで前車をパスして 3位へと上がった。 

●中嶋は、スタートで出遅れ順位を落としてしまった。タイヤ交換規定の最小周回数 7周を終え、ピットイ

ン。ソフトタイヤへ交換し再びコースへ向かった。 

●中嶋は、17周目の 1コーナーから 2コーナーの間で他車と接触してスピン。左フロントウイングの一部

を破損してしまい、その後は苦しい展開となり 14位で完走を果たした。 

●トップのパロウ選手が 8周してピットイン。それによりキャシディは 2位へ。 

●キャシディは、前を行く野尻選手とほぼ同等のペースで周回を重ね、3 位以下とのギャップを広げ、1

ポイント差でチャンピオン争いをしている山本選手との差も広がり、レース中盤でその差は 50 秒以上に

なっていた。その時点でピットインしても山本選手の前で再びレースに復帰できることが確実となり、何事

もなくこのままチェッカーを受ければ、タイトルが見える状況となった。 

●34周目、43周レースの残り9周でキャシディはピットイン。タイヤをソフトからミディアムに交換。最小限

の給油を行いレースに復帰し、2 位でゴール。8 ポイントを加算し、ポイント首位であった昨年のチャンピ

オン山本選手を逆転し、3ポイント差で念願のドライバーズタイトルを獲得した。 
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Driver Car No. Race/Fastest Lap 

中嶋一貴 36 P14  1'42.190 

ニック・キャシディ 37 P2  1'41.473 (最速) 

   

天候 晴れ時々曇り/ドライ 

気温/路面温度 温度：25-24℃ 路面温度：28-26℃ 

 

 

 

中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

 

「スタートはあまり良くなく、山下選手に前に行かれ、1 周目のポジション

も良くなく平川選手にも前に行かれてしまいました。周りと同じようなペー

スで序盤は走り、１台パスして順位を上げました。ピットインした時に

ニューウェイ選手に前に出られましたが、多分彼は、給油していないと思

います。それでピットストップタイムが短く前に出られたのでしょう。ソフト

タイヤに換えたら調子良く、ハリソンが最終コーナーでミスをしたので 1

コーナーから 2 コーナーでチャレンジしたところ接触してしまい、フロント

ウイングを壊し、その後は順位を上げる速さを失ってしまいました。自力

で順位をあげないことにはどうしようもなかったので、チャレンジしたこと

に後悔はしていません。それでも、いろいろとデータ取りもできたので、

来シーズンに生かせるものはあったと思うので、良かったです。しかし、

最近スタートがうまくないですね。他のドライバーが良くなってきているの

で、それが課題です。最終戦で、なんとかポイントを取りたかったですが

残念です。しかし、チームとしてはニックがチャンピオンになれて良かっ

たです」 

 

 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

 

「今日はこれまでで最高のレースができたと思います。チャンピオンを獲

得することができ、この気持ちをどのように表現して良いか分からないほ

どです。ドライバーズタイトルを獲得できたのは、自分一人の力では無

く、ファミリー同然のチームが一丸となって得た結果だと思っています。

チーム、TRD、そして TOYOTA GAZOO Racing に感謝します。チェッ

カーフラッグを受けて戻ってくるまで涙が溢れずっと泣いていました。自

分は一体いつ以来泣いたのか分からないほど、久しぶりに泣いていまし

た。チームが自分を信頼してくれ常に速く走れるようにマシンを改善し続

けて来ました。シーズン通じて苦しい戦いが続いた中で一戦一戦に集中

し、最終戦ではチャンピオン獲得を意識せずに速く走ることだけに集中し

ていました。野尻選手が速くて追いつくことはできなかったけれど、離さ

れないようにペースを保って走り続けました。素晴らしいドライバーたち

の中でチャンピオンになることが出来、とても誇りに思っています。特に

山本選手と戦い勝てたからこそ、この結果に価値があると思っていま

す。今シーズンサポートしてくれた全ての皆さんにお礼を言います＜アリ

ガトウゴザイマス!＞」 

 

東條 力 36号車エンジニア  
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「予選順位が上位のドライバーにタイヤチョイスの優先権を与えるので、

ニックがソフトをチョイスしたので、一貴は、ミディアムでスタートしまし

た。やはり、ソフトでスタートしてペースよく走ってミディアムに換えるのが

王道ですから、ニックは当然ソフトをチョイスしますよね。一貴は、ミディ

アムでスタートして、今回 7 周目以降にタイヤ交換が許される規定に従

い 7 周してピットインして順位を上げる作戦でしたが、開幕戦でも接触し

てしまったニューウェイ選手と接触してしまいウィングを壊してしまったの

でペースが上がらない苦しいレースとなってしまいました。次週にはスー

パーGT の最終戦も控えているので、チームとしてはダブルタイトルの可

能性は高いので頑張ります。勢いはあると思います」 

 

小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

「とてもうまく行きました。実際、周りのペースが良くなかったのも幸いし

て、こちらは作戦どおりにうまくレース運びができました。トップの野尻選

手とほぼ同じペースで走っていて、チャンピオンを争っている山本選手と

の差が 50 秒くらいまで開いたのでピットインしても再び山本選手の前に

出られることは、分かっていたのですが、実際にミディアムタイヤを装着

した時のペースがどうかは不確定だったので、ミディアムでの走行はで

きるだけ短くする作戦でした。そしてだんだんとグリップダウンしてきたの

と、野尻選手もピットインしたので、ちょうど良いタイミングで我々もピット

インしました。その後のペースも良かったし、タイヤが温まったらソフトタ

イヤと同等、それ以上のペースを発揮してくれました。今回、ニックは落

ち着いて決勝に臨んで、そしてチャンピオンを獲得できました。タフな

シーズンでしたがチャンピオンを獲得できて、まずはホットしています」  

舘 信秀 チーム監督  

 
 

「ニックは強くなった。速さはもとより、本当に強くなった。決勝の走りを見

ていて、アンドレ（ロッテラー）を思い起こさせるようなドライビングでした。

一つも不安を感じさせない走りができるドライバーに成長してくれました

ね。そして念願のチャンピオンを獲得することができました。作戦として

は、2 台を異なるものとすると私が決めたので、ニックがソフトタイヤ、一

貴がミディアムスタートとしました。序盤にニックが順位を上げてくれた

が、トップのパロウ選手がミディアムタイヤで示した速さにはビックリでし

た。本当に彼の速さには驚かされました。作戦面で彼の前に出られたけ

れど、ニックが同じタイヤでスタートしていたら差を開かれたかもしれな

いです。優勝した野尻選手の安定した速さも素晴らしかったです。ちょう

どニックとペースが変わらなかったので彼をパスすることはできませんで

したが、その状況下でチャンピオン獲得を目指し落ち着いた走りをしてく

れたニックが、とても素晴らしかったですね。一貴は、ミディアムスタート

で順位を少し落としてしまい、早めのピットインで上位を目指しましたが、

ニューウェイ選手と接触してフロントウイングを破損して苦しい展開と

なってしまった。 

チームタイトルは逃してしまいましたが、ドライバーズタイトルは獲得でき

ました。ワンシーズンサポートしていただいたスポンサーをはじめ皆さん

に感謝申し上げます。特にモータースポーツ を愛するファンの皆さんに

お礼申し上げます。ありがとうございました」 

 


