
 
 
 
2019 全日本 F3 第 1 戦 第 2 戦  

鈴鹿サーキット 

2019 年 4 月 20 日（土） 
 

予選          観客: 23,000 人         天候: 晴れ 
 
2019 年全日本 F3 選手権シリーズは、鈴鹿サーキットで開幕した。 
今季のドライバーラインアップは、参戦 3 年目の宮田莉朋と、F3 にステップアップを果たした小高一斗。

チャンピオン獲得が命題の宮田にとって、今年の初戦から優勝を目指すには、まず、決勝スタートのベ

ストポジションであるポールポジション獲得が重要。ハイレベルの新外国人ドライバーの参入によって、

激戦が予想される中、宮田は、見事に第 1 戦、第 2 戦のポールポジションを獲得した。小高は、初の F3
予選で 4 番手、3 番手のグリッドから決勝レースを迎える。 
 

 
 
 
●30 分間の予選で、ベストタイムによって第 1 戦、セカンドタイムによって第 2 戦のスターティンググリッド

が決定する。 
●予選時のコースは、一年前とほぼ同じコンディション。チームは、過去のデータからマシンセッティング

を施し、二人のドライバーをコースへ送り出した。 
●宮田は、1 セット目、ニュータイヤのアタック。まずは、1 分 52 台のタイムを叩き出して暫定のトップと

なった。この時点で小高は、同じく 52 秒台のタイムをマークし 3 番手。 
●最初のアタックを終え、インターバルを置いて 2 セット目のニュータイヤをセットし、再度コースイン、宮

田は、1 分 51 秒台に突入し、ベスト、セカンドタイム共に 51 秒台を揃え両レースのポールポジションを獲

得した。 
●小高は、2 セット目のタイヤでマークしたタイムが自身のベストタイムとなった。よって自身初の F3 のラ

ウンドは、第 1 戦、4 番手。1 セット目で記録したタイムで、第 2 戦を 3 番手グリッドからスタートする。 
 
   
Drivers Car No. Qualifying for 1 Qualifying for 2
宮田　莉朋 36 P1  1'51.305 P1  1'51.692
小高　一斗 37 P4  1'52.229 P3  1'52.376

天候 晴れ/ドライ
気温/路面温度 気温 20-20 度C 路面: 39-40 度C  
 
 
 
 



 
 
宮田 莉朋 36 号車ドライバー 

 
 

 
「新参入のサッシャ（フェネストラス）選手が、シーズン前のテスト

から速くて、結構迫られています。新しいチームメイトの小高選

手も速いので頑張って、走ってポールポジションを二つ獲得でき

て、ホッとしています。前日の練習走行で、予選時間帯のコン

ディションを予想してマシンのセットアップを行い、それがうまく

的中しました。そして、予選の本番が昨年と同じようなコンディ

ションだったので、昨年の課題を克服すべく自分に言い聞かせ

て走行し、良い結果となりました。金曜日、最後の練習でコース

アウトしてしまっていたので、多少の不安は残しつつ臨んだ予

選でしたが、その不安を克服できて良かったです。決勝のス

タートは、もう 3 年目ですから、失敗は許されないですし、スター

トさえ決められれば、勝てると思うので集中します」  
 
 

小高 一斗 37 号車ドライバー 

 

 
「3 年前にチームに F3 をドライブさせていただき、その時の感触

が良かったですが、最新型のマシンに乗ると、そう甘くはないな

という感じですね。タイムを見ていただければ、明確なのですが

満足はしていないです。１セット目のアタックを終えて、悪くはな

かったのですが、セットアップ変更でタイムアップは可能だと

思って、2 セット目に向けて作業してもらったのですが、良くなる

部分と逆に悪い点が際立ってしまいました。自分のセットアップ

変更の判断が、まだ未熟であったことを痛感しました。スタート

は得意ですし、コールドタイヤのドライビングには自信がありま

すから、初戦から表彰台獲得を狙っています」 
 
 
 
 
 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

 
「ポールポジションは、チームが蓄積してきているデータを基に

してセットアップした結果と、宮田の頑張りです。昨年のコンディ

ション、気温と路面温度、そして風向きもほぼ同じだったので、

それを基にしてセッティングしました。多分初参戦の外国人とそ

のチームは、このようなデータは持っていなかったと思うので、

その点は有利でしたね。 
小高に関しては、ガンバっていますが、事前のテストと同じよう

な状況で、3、4 番手というグリッドを得たのですが、セットアップ

にしてもまだ改善する点はあります。タイム的には速くなってき

ています。少し前は、宮田からコンマ 5 秒ほど離されていたので

すが、徐々にタイム差が縮まって来ています。決勝の最大のラ

イバルは、同じフロントローからスタートする 11 号車のフェレスト

ラス選手ですね。彼とのレースは初めてなのでどのようになる

かは分からないですが、楽しみです」 
 
 
 



 
 

 
 

山田 淳 チーム監督 

 

 
「強力なライバルが出現して、宮田にとっては良いシーズンにな

ると思います。やはり、厳しい状況の中で戦うことで、彼の能力

が伸びると思います。今年 1 年間でどれだけ宮田が成長するか

楽しみです。しかし、最大のライバルであるフェネストラス選手

は、速いですね。流石、昨年のマカオ GP で 3 位になった選手で

す。 
宮田は、鈴鹿入りし練習走行は好調で、リズムが良いと感じて

いたら、最後の練習でまさかのコースオフ。そこでリズムを崩さ

なければ良いなと思っていたのですが、予選に際して復調してく

れました。小高は、まだまだ荒削りな部分があります。今季、宮

田と一緒のチームになって勉強、研究してもらって、自分が持っ

ている速さをもっと磨いて欲しいですね。宮田は当然優勝とチャ

ンピオンが目標です。小高は、1 年目ですから F3 の予選と決勝

の走らせ方を学び、自分のものにして優勝はできないとしても、

優勝に近い結果を出すのが目標です」 
 
 

 



 
 

 
2019 全日本 F3 第 1 戦 第 2 戦 

鈴鹿サーキット 

2019 年 4 月 21 日（日） 
 

決勝           観客: 35,000 人     天候: 曇り/晴れ 
 
2019 年全日本 F3 選手権の第 1 戦、第 2 戦決勝が、4 月 21 日（日）の午前、午後に行われた。両

レースでポールポジションを獲得している宮田莉朋は、第 1 戦のスタートで 2 位に下がってしまっ

た。全周にわたってトップのサッシャ・フェネストラス選手を責め立てるが、挽回ならず 2 位フィニッ

シュ。第２戦では、１周目からアクシデントが発生し、セーフティーカー(SC)が導入される展開と

なった。５周目からレースが再開となる直前に、フェネストラス選手に追突されるも悪影響なくトッ

プを維持し、今季１勝目を達成した。小高一斗は、第１戦でスタートポジションをキープ、一旦は 3
位へポジションアップに成功したが、最終ラップに順位を落として 4 位。第 2 戦では、スタートで順

位を落としてしまい 4 位へ後退。上位の１台が順位を落とし 3 位へアップ。初表彰台を獲得した。 
 

 
 
●宮田の第１戦スタートは、反応は良かったものの、その直後にエンジンストールとなって失速。

フェネストラス選手に先行を許してしまった。 
●直ぐにクラッチを繋ぎ直した宮田は、前車を追従。全ラップ１秒以内の差でオーバーテイクの

チャンスをうかがったが、挽回ならず 2 位となった。 
●小高は、自信のあったスタートを決めることができず、第１戦のポジションをキープして周回を重

ねていった。10 周目に順位アップして表彰台の可能性が出てきたと思われたが、最終ラップの 2
コーナーでパスされ 4 位でチェッカー。 
 
●第 2 戦は、スタート直後にマーシャルカーがエンジンブローして 1 コーナー付近にオイルを撒き

散らすという前代未聞のアクシデントがあり、直後から SC がコースイン。オイルの処理のために 4
周を費やして 5 周目から再スタートとなった。 
●４周終了直前のシケイン進入の際に、２番手のフェネストラス選手が宮田に追突。幸い、宮田の

マシンに大きなダメージはなく、レースを続行。 
●小高はスタートで一つ順位を落としたが、フェネストラス選手がフロントウイングを壊してピットイ

ンしたため、3 位へポジションアップ。 
●宮田は、単独トップを快走し優勝。幸先の良いスタートを切った。 
●小高は、2 位走行のアーメド選手に迫るも、パスするには至らず 3 位でチェッカーを受け表彰台

を獲得した。 
 
 
 



 
 
 

Drivers Car No. Round 1/ Fastest Lap Round 2/ Fastest Lap 

宮田 莉朋 36 P2  1:52.892 P1  1:53.219 

小高 一斗 37 P4  1:53.818 P3  1:54.065 

   

天候 曇り/ドライ                 曇り/ハーフウエット 

気温/路面温度 気温:20-20/21-21 ℃ 路面温度:30-31/36-31 

 
 
宮田 莉朋 36 号車ドライバー 

 

 
「第 1 戦のスタートで失速してしまったのは、自分のミスと

若干シグナルがオールレッドからオールブラックになるタ

イミングが長かったように思います。それで、クラッチが

過熱しすぎてしまいました。スタートの反応は良かったの

に失速、エンジンがストールしそうになって、直ぐにクラッ

チを繋ぎ直してなんとかストップせずにすみましたが、優

勝を逃してしまいました。 
 
第 2 戦は、クラッチの扱いに注意しスタート練習も 1 回だ

けにしてケアした結果スタートは決まりましたが、いきなり

の SC で驚きました。1 コーナーのオイル処理が微妙で注

意しなければと思いました。そしてレース再開の直前に

追突されて、タイヤにダメージが無いかとか心配でした

が、そのまま走り続けることができて、勝つことができま

した。２勝はできなかったですが、ポイントリーダーとなっ

て、ホッとしていますが、チャンピオン獲得の目標にむ

かって、毎戦勝利を目指して頑張ります」 
 
 

小高 一斗 37 号車ドライバー  
「第２戦のスタートは、第１戦よりは良かったのですが、

アーメド選手のスタートが抜群で並ばれるくらいかと思っ

たら、あっという間に彼の 4 輪全部が視界に入って来て、

やられたという感じでした。再スタートしてから 1 コーナー

で仕掛けようと思ったのですが、オイルの処理状況を見

て、安全に通過することを重視しました。両レースともに

アーメド選手に追いついたり、離されたりという展開でし

た。次戦のオートポリスは、F4 時代から得意なコースな

ので、良い結果を出したいです」 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

吉武 聡 エンジニア 

 

 
「初戦は、昨年も、宮田は同じようなスタート失敗をしてし

まっていて、それに尽きる 2 位ですね。ペースは両レース

共に良かったのでスタートで前に出られていたら差をつ

けて、勝てていたのではと思います。第 2 戦では、シケイ

ンのブレーキングで追突されてしまいましたが、ダメージ

がなくて良かったです。平成最後のレースでは絶対勝っ

て欲しかったので良かったです。 
小高は、練習時にはとてもスタートが良かったですけれ

ど、路面状況が変わったりする時の対応が、まだまだで

きていません。いろいろと経験から学んで慣れれば、もっ

と速くなると思います」 
 
 
 

山田 淳 チーム監督 

 

 
「宮田には、フルマークで 2 戦とも勝って欲しかったです

ね。やはりフェネストラス選手のスタートが良かったです。

今後、ヨコハマタイヤに慣れてきたら強敵になることは確

かです。しかし、宮田も 3 年目ですし、その状況下で力を

出し切って勝って行って良いレースをしてくれたらと思い

ます。 
小高は、まだまだ荒削りなので、タイムの出し方、タイヤ

の使い方、レースの仕方を宮田やサッシャ選手から学ん

で成長して欲しいです」 
 

 
 


