
 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

2019 SUPER GT 第 8 戦 （最終戦） 

ツインリンクもてぎ 

2019 年 11 月 2 日（土） 

 

予選     来場者：20,500 人     天候：晴れ 

 

2019 年の SUPER GT シリーズは、最終戦を迎えた。 

LEXUS TEAM KeePer TOM’S の 37 号車は、ここまでトップの同じく LC500 の 6 号車から 7 点差

でポイントランキング 2 位。2017 年は、チャンピオンに輝き、昨シーズンは、最終戦（ツインリンクも

てぎ）で壮絶なチャンピオン争いを演じた末にランキング 2 位となった。今シーズンも、再びチャン

ピオンを目指して臨む。順調に Q1 を突破、Q2 で 4 番手 2 列目のグリッドを獲得。チャンピオンへ

向け決勝に臨む。 

  

 

●今回の走り出しとなる練習走行で 2 番手タイムをマークしたのち、公式予選に臨んだ。 

●Q1 を平川 亮が担当。 

●Q1 では、トップから約 0.2 秒差で 2 番手。全く危なげなく Q2 に進出を果たした。 

●Q2 に向け、路面コンディションなどに合わせ若干のセッティングアジャストを施した。 

●Q2 をニック・キャシディが担当し、4 番手タイムを叩き出した。 

●チャンピオンを争う最大のライバル 6 号車は、2 番手。1 列目のグリッドに位置している。 

●キャシディは先週スーパーフォーミュラのシリーズチャンピオンを獲得しており、国内トップ

フォーミュラとツーリングカートップカテゴリーのダブルタイトルをかけ 4 番手から決勝に臨む。 

Driver Car No. Qualifying 1 Qualifying 2 

平川 亮 
37 P2 

 1’36.565 
P4 

  

ニック・キャシディ    1’36.228 

      

天候/路面 晴れ/ドライ    

気温/路面温度 19〜19℃/25〜23℃  



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

 

平川 亮 （37 号車ドライバー） 

 

「自分もニックも精一杯やったのですが、4 番手という微妙

な結果。決勝に向けては作戦を見直さないといけないとい

うスタートポジションですね。自分の Q1 でも失敗しているん

です。セクター1 がうまくまとめられなくて、セクター2 と 3 は

うまくいったのですが、それでトップタイムは出せなかった

です。Q1 で気になる部分を修正して、これならポールを獲

得できるかなと思っていたのですが・・・もう終わったことは

しょうがないので、この結果を受け入れ、決勝ではどうすれ

ば挽回できるかを考えます。勝ちに行くレースをしなくては

目標を達成できないと思うので、決勝前のウォームアップ

から集中して頑張ります」 

 

ニック・キャシディ （37 号車ドラ

イバー） 

 

「Q2 のドライブ、そしてタイムに関しても満足しています。し

かし、朝の練習走行からセクター3 があまり上手く走れなく

て苦労していました。それが予選のアタックで少しタイムロ

スしてしまった原因かなと思います。朝の周回数も少な

かったのでセッティングを攻め込めなかったですね。先週

スーパーフォーミュラのタイトルを獲得でき、それは自分に

とって 3 つめのタイトル（F3、SGT、SF）でした。今週末に 4

つ目のタイトルを獲得できれば最高です」 

小枝正樹 （37 号車エンジニア） 

 

 

「走行後、ニックは＜悪くないラップだったろう＞とマシンを

降りてきたのですが、今一歩コース後半でタイムが伸び悩

んでしまいました。練習走行からラップタイムは良かったの

ですが、もう一つしっくり来なくて、手間取ってしまい、タイヤ

の比較が十分ではありませんでした。最後の詰めの時間

が足りなくなってしまったのは反省点です。 

Q1 では若干リアがナーバスという報告があったので、その

部分を修正し Q2 へ臨みました。ライバルの 6 号車が前列

のグリッドにいるので、自ら順位アップして行くしかないで

す。多少天候の変化もあるという情報ですが、それは好転

すると楽観視しています」 

 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

 

山田 淳 （37 号車監督） 

 

 

「36 号車に続いて 1-2 で予選を終えられるかなと見ていた

のですが、後半のセクターで失速気味になってしまって4番

手という微妙なグリッド順位になりました。最低でも 3 番手

になりたかったし、ライバルの 6 号車にも前に行かれてしま

うという結果でした。36 号車のタイムは、関口選手の会心

の一撃だったと思います。36 号車のタイムと同等のタイム

は出せると思っていたので、悔しい予選結果です。考えれ

ば、考えるほど悔しさが湧いてきてしまいますね。チャンピ

オン獲得が最大の目標です。それには、決勝の戦い方、作

戦面でも 6 号車の前でゴールできるように考えなくてはなり

ません」 

 

 

舘 信秀 （総監督） 

 

 

「4番手の結果については、率直に言ってとても複雑な気持

ちです。チャンピオン争いで最大のライバルである 6 号車

が前に位置しています。チャンピオンを獲得するには 6 号

車の前でゴールするのは最低条件。そして、あとは 6 号車

のフィニッシュ順位が問題となってきます。昨年も最終戦ま

でチャンピオンを争っていて取れませんでした。今年は是

非チャンピオンを取って、レース後は笑顔でいたいです」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

2019 SUPER GT 第 8 戦（最終戦） 

ツインリンクもてぎ 

2019 年 11 月 3 日（日） 

 

決勝     来場者： 35,500 人     天候：曇り 

 

2019 年シーズンのチャンピオンを目指し 4 番手グリッドからスタートした LEXUS TEAM KeePer 

TOM’S の 37 号車は、序盤から積極的な展開で順位アップ。ポールスタートのチームメイト 36 号

車に続いて 2 番手を走行し、ピットイン後の 32 周目にトップに立ちチャンピオンを引き寄せた。し

かし、ライバルの同じく LEXUS の 6 号車が 36 号車との接戦を制し 2 位に上がりゴール。最終戦

で勝利したものの、2 ポイント差で 2 年連続してチャンピオンを逃す結果となった。ドライバーズタイ

トルは逃したが、チームタイトルは奪還した。 

  
 

●ニック・キャシディがスタートドライバーを担当。 

●スタート直後にひとつポジションをアップして 3 位へ。6 周目にも前車をパスして 2 位へ上がり、

トップの 36 号車を追った。 

●序盤でチャンピオンを争う 6 号車は 6 位まで順位を下げていた。その時点で、チャンピオン獲得

の可能性を強くしていた。 

●36 号車との 1-2 体制で走行し、ドライバーの最低周回数 18 周を消化しピットイン。平川 亮に

ドライバー交代した。 

●各車がピットインを終えても 36 号車との 1-2 体制は続いたが、32 周目に前を行く 36 号車の

ペースが落ちたところを見逃さずにパスしトップに立った。 

●ピットインを済ませ、6 号車が 3 位まで順位を上げて来ていた。37 号車が 1 位、そして、6 号車

が 3 位であれば、チャンピオンは獲得できる状況だった。 

●トップを維持しゴールを目指して周回を重ねるも、背後で 6 号車が 36 号車に迫っていた。そし

て、38 周目に 6 号車が 2 位へと上がった。 

●12 秒以上の大量リードをキープしてトップチェッカーを受けたが、待望のチャンピオンの座を獲

得することはできなかった。 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

 

Driver Car No. Race Result/Fastest Lap 

平川 亮 
37 P1 

1’40.338 

ニック・キャシディ 1’39.502 

     

天候/路面  曇り/ドライ   

気温/路面温度 19〜18℃/25〜24℃   

 

 

平川 亮 （37 号車ドライバー） 

 

「悔しいです。2 年連続でチャンピオンの可能性をもって最

終戦に臨んで、優勝したのにチャンピオンになることができ

ませんでした。ドライバー交代してからペースが上がらな

かったのは、ペースを上げようと思っても GT300 クラスのマ

シンのトラフィックがあって、思うように走れなかったから

で、マシンに問題があったということではなかったです。開

幕戦以外は、着実にポイントゲットして来て、今年こそはと

思っていただけに本当に悔しいです。最後にサポートして

いただいた皆さんにお礼申し上げます。ありがとうございま

した」 

 

 

ニック・キャシディ （37 号車ドラ

イバー） 

 

「予選もそうだったが、決勝も我々にとってはベストレースでし

た。やれることは全てやりました。チームも全力を尽くしてくれ

ました。優勝することは出来たけれど、2 年連続で目前のチャ

ンピオンを獲得することはできませんでした。F3 で同じトムス

チームで走ったケンタ（山下健太）が素晴らしい走りでチャンピ

オンを獲得しました。彼に『チャンピオンおめでとう』と言いたい

です。そして、シーズンを通してサポートしていただいた皆さ

ん、特にファンの皆さんにお礼を言いたい。アリガトウ ゴザイ

マシタ」 

 

 

 



 

  LEXUS TEAM KeePer TOM’S 

 

 

小枝正樹（37 号車エンジニア） 

 

 

「作戦と期待どおりの展開でトップに立つことができました。今

シーズン初勝利。このレースだけを見れば、素晴らしい内容の

レースができたと思います。しかし、ライバルが順位を上げて

来たので、チャンピオンを獲得することはできませんでした。

チームもミスなくピット作業を終えることができました。チャンピ

オンを獲得したチームルマンは速かったです。それゆえにチャ

ンピオンを獲得することができませんでした。悔しいですが、来

シーズンこそチャンピオンを奪還できるように頑張るしか無い

ですね」 

 

山田 淳（37 号車監督） 

 

 

「我々にとっては、完璧なレースだったと思います。何一つミス

もなく、そして今季初優勝を達成することもできました。しかし、

2 ポイント差でチャンピオンの栄冠はスルリとわれわれの手を

すり抜け、6 号車へ行ってしまいましたね。36 号車をパスする

前にちょっとペースが上がらなかったのは、トラフィックの廻り

合わせが悪かったのかなと思います。もっと早くにトップに立っ

ていたら展開も変わっていたかもしれませんね。6 号車のセカ

ンドスティントを担当した健太（山下）は速かったです。素晴らし

いドライバーですよ、彼は。F3 時代に一緒に仕事したドライ

バーですから、「やられた」という感じですね」 

 

舘 信秀（総監督） 

 

 

「アップ・アンド・ダウン。レースの中盤まではチャンピオンを獲

得できると思っていました。しかし、展開が変わってしまって、

その後はどうしようもなかったですね。レース前に同じチーム

内では絶対にフェアなレースをしようと伝えて決勝を迎えまし

た。チャンピオンを獲得できたとしても、皆が納得して獲得でき

なかったら台無しですから。そして、ニックも亮もチームも素晴

らしい仕事をしてくれました。しかし、チャンピオンには手が届

かなかったです…。かつて、トムスで F3 を戦っていた山下健太

選手が 36 号車とのバトルを制しました。素晴らしいドライバー

に成長しましたね。本当に悔しいが祝福の言葉を送ります。お

めでとう。そして、ワンシーズンサポートしていただいた皆さ

ん、本当にありがとうございました」 

 

 


