
 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

SUPER GT X DTM 特別交流戦  

富士スピードウェイ 

2019 年 11 月 23 日（土） 

 

予選/決勝     来場者： 22,600 人     天候：雨/曇り時々雨 

 

2020 年から SUPER GT （SGT）とドイツツーリングカー選手権（DTM）において統一車両規定の

「CLASS 1」が施行される前哨戦として特別交流戦が開催された。10 月にドイツのホッケンハイム

リンクに SGT 勢が出向き、そして今回は、DTM 勢が来日した。予選と決勝のフォーマットは、予選

と決勝を 1 日で行い、土曜日と日曜日に各 1 戦ずつ、2 レースを開催した。ドライバーは、1 日ず

つ 1 人が担当した。ホッケンハイムリンクでレースに参戦した LEXUS TEAM KeePer TOM’S の 37

号車は土曜日の Race1 をニック・キャシディがステアリングを握った。ウエットの難しいコンディショ

ンの予選でポールポジションを獲得し、決勝では終始トップを守り記念すべき日本における特別

交流戦 Race1 を勝利した。 

  

 

●特別交流戦は、ワンメイクタイヤ、ハンコック社製のタイヤを全車が使用。 

●午前に行われた 20 分間の予選では、キャシディが 1 セット目のレインタイヤでベストタイムを叩

き出し、一旦ピットへ戻り 2 セット目のレインタイヤを装着、若干セットアップを変更し再びコースイ

ン、コンディションの変化もあって、タイム更新はならなかったが、ポールポジションを獲得した。 

●決勝は 55 分＋1 周で行われた。 

●午後に天候は少し好転したが、スタート時点のコースコンディションはハーフウエット。参加 22

台中、2 台を除いてスリックタイヤで決勝に臨んだ。 

●スリックタイヤを装着して難しいハーフウエットの路面でもキャシディはローリングスタート直後

から 2 位以下を引き離して快走した。一時は 2 位に約 7 秒の大差をつけてトップを走行、19 周し

てピットインし、今回のレギュレーションで義務付けの 4 輪のタイヤ交換を行い、トップでコース復

帰した。 

●コース上に落ちた車両ボディカウルの破片処理と、コース上に止まってしまった車両排除のた
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めに 29 周目から 32 周目までセイフティカーがコースイン、折角築いた 2 位との差は無くなってし

まった。 

●レース再開時点での残り時間は、1 分 42 秒。2 周しプラス 1 周へと突入。トップをキープしてファ

イナルラップを走行、ゴールラインを切った時の 2 位とのタイム差は 0,433 秒だった。 

 

予選 

Driver Car No. Qualifying 

ニック・キャシディ 37 P1  1’41.827 

天候/路面 雨/ウエット〜ハーフウエット  

気温/路面温度 16〜16℃/16〜16℃  

 

決勝 

Driver Car No. Race Result/Fastest Lap 

ニック・キャシディ 37 P1 1’31.346 

天候/路面 曇り時々雨/ハーフウエット〜ドライ  

気温/路面温度 16〜15℃/16〜15℃   

 

 

ニック・キャシディ（37 号車ドライ

バー） 

 

「素晴らしいマシンを用意してくれたチーム、TRD そしてトヨ

タのスタッフに感謝したい。記念すべきレースで勝つことが

でき本当に嬉しいです。予選から決勝まで速さがありまし

た。決勝レース終盤のセイフティカーのコースインはちょっ

と不安な気持ちになったけれど、リスタートもうまく行った

し、勝つことができた。DTM のチーム、ドライバー達と戦うと

いう素晴らしいイベントで勝てた。今年最後のレースを勝利

で締めくくることができて最高です」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

小枝正樹（37 号車エンジニア） 

 

 

「木曜日から走り出して、まずは、ハンコックタイヤの特徴を

どのようにしてマッチングさせてセットアップしようかと思っ

ていました。ドイツでの経験を生かしてセットアップを進め

て、それがうまい方向に行ってくれました。練習走行では、

ドライでもウエットでも速さがあったのでほっとしました。予

選では 2 セットのレインタイヤを使い、2 セット目で少しセッ

ティングを変えたのですが、タイムアップには繋がりません

でした。1 セット目のタイムでポールを獲得。そして、決勝は

ニックのタイヤのマネージメントのうまさ、ペース配分が絶

妙でした。ドライバーの頑張りで得られた勝利でした」 

 

山田 淳（37 号車監督） 

 

 

「10 月にホッケンハイムに行って、DTM の最終戦に参加し

てきました。コンディションが悪く雨の中でのレースでした

が、初めて装着するハンコックタイヤとのマッチングも悪く

ボロ負けでしたが、その経験を生かして、本拠地の富士ス

ピードウェイで勝てて、ほっとしています。練習走行から好

調で、流れが良かったですね。ニックがポールからトップを

守ってくれて勝つことができました。ピットストップの作業も

スタッフが頑張ってくれました。しかし、終盤のセイフティカ

ーがコースインして 2 位との差がなくなってしまった時には

肝を冷やしましたけれど、ホッケンハイムのリベンジができ

て良かったです」 

 

舘 信秀（総監督） 

 

 

「地元、日本に戻ってきて、それも LEXUS の本拠地富士で

勝てました。選手権の一戦ではなく、特別戦であってもやは

り勝ちに拘りました。ハイレベルな戦いができて、来場のお

客さんも楽しんでくれたと思います。日本におけるスーパー

GT と DTM の交流戦は、これが最初の一歩。その Race1、

歴史に残る一戦で勝てて嬉しく思います」 

 

 

 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

SUPER GT X DTM 特別交流戦  

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｴｲ 

2019 年 11 月 24 日（日） 

 

予選/決勝     来場者： 24,100 人     天候：雨時々曇り/曇り 

 

前日の Race1 でポールトゥウィンを飾っている LEXUS TEAM KeePer TOM’S の 37 号車、日曜日

は平川 亮がステアリングを握った。予選はウエットコンディションで行われ、レインタイヤでのタイ

ムアタックとなった。しかし、思った以上にタイムが伸びず 9 番手。決勝は、スタート直後、セイフテ

ィカー明けのリスタートで度重なる接触や混乱が起こった。そんな中、平川はアクシデントに巻き

込まれることなく最後まで走り切り 8 位でレースを終えた。 

  

●金曜日、土曜日のウエットコンディションに比較し全体的にタイムが伸びない状況だった。 

●2 セットのレインタイヤでタイムアタックし、タイヤ交換とともにフロントの車高調整を行ってタイム

短縮に臨んだが、思うようなタイムアップができず予選を終えてしまった。 

●37 号車は LEXUS 勢のトップ、9 番手グリッドから決勝をスタートすることとなった。 

●オープニングラップで一つポジションを上げ、2 周目にスタートポジションに戻ったが、序盤で 7

位までポジションを上げた。 

●14 周して 4 輪のタイヤ交換義務を履行するためピットイン、再びコースインした。 

●計 3 回セイフティカーがコースインするたびに接触などのアクシデントが起きたが、平川は混乱

に巻き込まれることなく走行を続け、8 位フィニッシュした。 

 

予選 

Driver Car No. Qualifying 

平川 亮 36 P9  1’47.484 

天候/路面 雨時々曇り/ウエット〜ハーフウエット  

気温/路面温度 18〜18℃/18〜19℃  
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決勝 

Driver Car No. Race Result/Fastest Lap 

平川 亮 36 P8 1’32.082 

天候/路面 曇り/ドライ  

気温/路面温度 19〜17℃/19〜18℃   

 

 

平川 亮（37 号車ドライバー） 

 

「朝の予選では、コース上の水の量も異なるので、金曜日

とは比較できない部分もありますが、LEXUS のトップで決

勝に臨めたのでそれはよしとしたいと思います。決勝のドラ

イコンディションでは、プッシュせずにコンサバティブにラッ

プしていました。マシンバランスは良かったのですが、ホン

ダ勢が一気に速くなって、DTM 勢も速さを増したので、特に

ストレートでは全くホンダのマシンに追いつけなかったです

ね。タイヤマネージメントも上手くできたのですが、タイヤを

使いきれずに終わってしまったかなとも思います。スター

ト、リスタートでかなりアグレッシブに行ったドライバーが多

かったですが、自分は冷静に走って生き残りました。アクシ

デントはうまく切り抜けられて、終わって見れば、LEXUS の

トップで完走出来たので良かったです」 

 

小枝正樹（37 号車エンジニア） 

 

 

「予選に関しては、タイヤのグリップ感がないという状況で

した。全体的にタイムが遅くなっていましたが、37 号車が

LEXUS ではトップとなることができました。しかし、ホンダ勢

が速くなって上位に来て、DTM もマシンも速くなっていまし

た。金曜日に履いていたレインタイヤをサーキットサファリ

で履いてみたら、予選のレインタイヤより全然グリップが良

かったので、それは、我々がコンディションにうまく合わせ

込めなかったのか、もうちょっと分析してみないと分かりま

せんね。決勝では、マシンのバランスも良かったし、うまくタ

イヤマネージメントをして走行していてアクシデントにも巻き

込まれることもなかったのですが、ストレートスピードが遅く

て、苦しい展開でした」 
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山田 淳（37 号車監督） 

 

 

「まるで今日の決勝は、マカオの GT レースを見るようでし

たね。これほど多くのアクシデントが起こるのも珍しいです

予選でタイムが伸びなかったのは、多分タイヤだと思うの

ですが、正確な理由はもう少し解析してみないとわかりま

せん、今後も同じようなフォーマットでこのレースが行われ

るのであれば、分析が必要ですね。予選、決勝共に

LEXUS のトップで終えることができたのですが、順位を見る

と褒められる状況ではないので、課題が残った一戦でもあ

りました」 

 

舘 信秀（総監督） 

 

 

「予選はいったいどうしてしまったのか。全体的にタイムが

伸びなかったのには何か原因があるのだろうと思います。

その中で 37 号車が予選トップであったのはチームの力だと

思っています。決勝も亮がアクシデントに巻き込まれること

もなく完走し、これも LEXUS の最上位。しかし、8 位というの

は納得が行かないですね。来年から始まる CLASS 1 の初

めの一歩として行われた今回の交流戦は、まず成功したと

評価したいですが、これからどのように育てていくかが重要

ですね」 

 

 

 

 

 


