
 
 
 

2019全日本 F3選手権 第 6戦 第 7戦 第 8戦 

岡山国際サーキット 

2019年 6月 8日 

 

予選        観客: 1,300人     天候:晴れ 

 
全日本 F3選手権の第 4大会は、岡山国際サーキットで第 6戦、第 7戦、第 8戦が行われた。前回オー

トポリス大会の 3連戦では、全てのレースで表彰台を逃す苦戦を強いられたので、今回の岡山大会には

背水の陣で臨んだ。今大会、36 号車はレギュラーの宮田莉朋、37 号車には、阪口晴南を起用しレース

に臨んだ。 

 

木曜日からスタートした走行スケジュールの中で、ウェットコンディションがあり、オートポリスで苦戦した

ウエットのセッティングを再度確認し、速さを取り戻すことができたのは幸いだった。そして、ドライコン

ディションのセッティングも順調に進み、予選へ向けての準備が整った。 

 

30 分間で競われる公式予選は、ベストタイムが第 6 戦のスターティンググリッドとなり、セカンドベストタ

イムが第 7 戦のスターティンググリッドとなる。1 セット目のタイヤでは、宮田がトップ、これに阪口が続い

たが、コースのラバーグリップが増す 2回目のアタックが勝負となった。その結果、宮田は、第 6 戦 3 番

手、第 7戦 2番手のグリッドを得た。阪口は、6番手、4番手のグリッドから両レースの決勝をスタートす

ることとなった。なお、第 8戦のスターティンググリッドは、第 6戦の決勝結果の順位が採用される。 

 

  

 

 

●宮田は 1セット目で 3周目に 1分 22秒 680。阪口は 6周目に 1分 22秒 866をマークしピットに戻っ

た。その時点ではトムスが 1-2ポジションだった。 

●2セット目のタイヤでタイムアタックをかけるべく、コースコンディションの変化に対して微調整を行い、両

ドライバーは、残り 9分 30秒でコースイン。 

●宮田は、1 セット目でメカニカルトラブルがあったものの、修復してコースイン、ポールポジションを目指

した。タイヤをウォームアップし、4 周目にアタック。その際にパイパーコーナーで、右側前後タイヤをコー

ス外に落としてしまいタイムロス。翌周に再度アタックしタイムアップ、1分 22秒 652を記録した。 

●阪口は、路面温度の上昇によるフィーリングの変化に戸惑う中、5周目に 1分 22秒 852を記録した。 

●両ドライバーのセカンドベストタイムは、2セット目の 4周目のタイムでマークした。 



 
 
 

 

 

 

Driver Car No. Qualifying for R6 Qualifying for R7  

宮田 莉朋 36  P3  1’22.652  P2  1’22.657  

阪口 晴南 37  P6  1’22.852  P4  1’22.862  

     

天候  晴れ/ドライ  

気温/路面温度  気温：25-22℃  路面：31-32℃ 

 

 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 
 
 

 

「オートポリスで苦戦した原因が、今回ウェットコンディション

の練習走行で確認され、スピードを回復することができて良

かったです。そして、ドライでも予選に向けて、セットアップは

順調であったと思います。しかし、1 セット目のタイヤでコース

インしマシンの調子がおかしいのを感じました。何とかタイム

は出しましたが、ピットインして2セット目に対する微調整だけ

ではなく、セットアップを変更しました。パイパーコーナーで右

側タイヤをダートに落としてしまいタイムロスしましたが、コー

スオフしていなかったら 1分 22秒台のフラット近くのタイムは

出ていたので、ポールは獲れていたと思います。コースオフ

は自分のミスで少し流れが悪い方向に行ってしまったような

気もします。決勝では、それを良い方向に戻すよう努力し、勝

利を目指します」  

 

阪口 晴南 37号車ドライバー 

  

 

「今回、トップチームであるトムスさんから声をかけていただ

き、再びF3をドライブすることができました。久しぶりに F3に

乗り、木曜日から毎セッションごと、階段を 1 段ずつ登るよう

に感覚を戻していきました。しかし、今日の予選は、前日まで

のフィーリングと随分違うと感じに戸惑ってしまいました。 

前日と路面温度が違ったことが影響したのか、しっかりと

チェックしてみないといけません。その変化を決勝のマシン

セッティングに、どう生かして行くかです。今回いただいたチャ

ンスを生かし、結果を出したいと思います。まずは、決勝まで

の短時間で、チームとなぜフィーリングの違いが起きたのか

を分析して、できる限り良い結果を出したいです。岡山は、抜

き難いサーキットなので楽観はできませんが、頑張ります」  

 
 

 



 
 
 

 

 

 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

「ここ岡山国際サーキットで、前回オートポリスのウェットコン

ディションの不振を修正できるチャンスがあってよかったで

す。今後ウェットコンディションがあっても、予測してセッティン

グを合わせることができると思います。予選へ向けて宮田、

阪口両ドライバーともに順調にマシンセッティングを進めてき

ました。特に阪口は、F3 経験者であり、すぐにマシンに慣れ

てくれました。宮田のマシンに不具合が出てしまって申し訳な

いことをしてしまいました。金曜日までの練習走行と異なった

部品を装着したことで感覚が違ってしまい、リヤタイヤの収ま

りが悪くコースオフしてしまいました。それが原因で宮田の 2

セット目が万全な状況で走行できなかった。コースオフしてし

まった時に約 0.4から 0.5秒ロスしているので、それが無かっ

たらトップタイムを叩き出しポールポジションが獲得できてい

たと思います。阪口は、練習走行で時には宮田を上回るタイ

ムを出しています。しかし、ここ岡山は抜き難いので、二人と

もスタートの周で何とか順位をアップする必要がありますね。

二人ともレースラップタイムは良いので期待しています」 
 
 
 
 

山田 淳 チーム監督 

 

「不振だったオートポリスからここへ来て、何とか問題を払拭

し修正できたと思います。本来のわれわれのパフォーマンス

を発揮できるようになったのですが、宮田のマシンにトラブル

が発生してしまいました。その点について、彼には申し訳な

いことをしてしまいました。今シーズンは、実力のある外国人

ドライバーが参入してきている状況で、毎戦厳しい戦いとなっ

ています。その予選でトラブルが発生しポールを獲得できな

かったことは、痛かったですね。前日の金曜日からコースコン

ディションが変化してタイム的には伸びませんでした。また、

予選中でもタイヤカスが多く出て、ラバーグリップが十分に増

してくれなかったのもタイムが伸びなかった原因ですね。ライ

バルチームは、ニュータイヤを 3セット投入したところもありま

したが、決勝のパフォーマンスを考えるとリスキーと判断し、2

台とも 2 セットにしました。今回阪口を起用していますが、マ

シンに乗り込んですぐに慣れてくれて、さすがだと思いまし

た。まだ 100%パフォーマンスを発揮できてはいませんが、

レースペースが安定しているので、頑張ってポイントをゲット

して欲しいと期待しています。宮田には序盤でポジションを上

げて、トップ争いをして欲しいと思っています」 

 



 
 
 

2019年全日本 F3選手権 第 6戦 第 7戦 第 8戦 

岡山国際サーキット 

2019年 6月 8-9日 

 

決勝        観客: 1,450人     天候: 晴れ/曇り時々晴れ 

 
2019年全日本 F3選手権は、舞台を岡山国際サーキットに移して第 6戦、第 7戦、第 8戦の 3連戦を

行なった。第 6戦が 8日（土）に、第 7戦、第 8戦が 9日（日）に開催された。土曜日に行われた予選で

ポールポジションを逃してしまった宮田莉朋は、第 6戦で 3 位表彰台を獲得し、前戦オートポリスで立つ

ことができなかった表彰台に再び立った。そして第 7 戦では 2 番手グリッドから絶妙なスタートを切りトッ

プに立つと、今季 2勝目を記録。第 8戦は、スタートポジションをキープして前の 2台を追ったが 3位フィ

ニッシュした。今回 37 号車を託した阪口晴南は、第 6 戦で 5 位。そして、第 7 戦に 3 位に入り、宮田と

ともに表彰台に立った。第 8戦は 4位フィニッシュを果たしている。 

 

  

 

●宮田は、第 6 戦の予選で温存していたニュータイヤを投入して決勝レースに臨んだ。スタートでひとつ

でもポジションを上げ、序盤で順位を上げるべく攻めたが、スタート順位をキープするに留まった。 

●先行する 8 号車との差を詰めたが、抜くまでに至らなかった宮田は、その状況下でもトップを走行する

11 号車とファステストラップを互いに競い合った。そして、25 周レースの 24 周目にファステストを記録し

て１ポイントを加算した。 

●第 7 戦でフロントローからスタートした宮田は、スタートでトップを奪うと 2 位以下を徐々に引き離し快

走。しかし、2 秒以上差をつけていた 12 周目にセーフティーカーがコースインし、その差は無くなってし

まった。18周レースの 17周目からレースが再開されたが、リスターも決め後続を引き離し優勝した。 

●第 8 戦は、トップ 3 が各々約 1 秒差で周回を重ね、ミスが許されない展開となり、宮田はスタートポジ

ションをキープしてフィニッシュ。今大会 21ポイントを獲得し、ランキング 2位となっている。 

●阪口は、第 6戦で上位グリッドの 1台がフライングスタートしペナルティを受けたため、順位を一つ上げ

てゴール。第 7戦では、1周目のバックストレートで差を詰めて、その先のヘアピンコーナーでパッシング

に成功し 3位へ上がりそのままフィニッシュ。 

●第 8戦でも 1周目にひとつポジションアップに成功した阪口は、宮田に続いて 4位フィニッシュした。 

 



 
 
 

 

Drivers 
Car 

No. 
Round 6/ Fastest Lap Round 7/ Fastest Lap Round 8/Fastest Lap 

宮田 莉朋 36 P3  1’23.295 P1  1’22.742  P3  1’23.856 

阪口 晴南 37 P5  1’24.242 P3  1’22.884  P4  1’24.149 

     

天候 晴れ/ドライ   曇り時々晴れ/ドライ  曇り時々晴れ/ドライ   

気温/路面温度 気温:25-24/24-23/27-27℃ 
路面:45-42/31-38/46-

46℃ 

 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 

「前戦のオートポリスでは、一度も表彰台に立てなかったとこ

ろから、1 勝でき、そしてトップ争いが出来る速さを取り戻すこ

とができて良かったです。第 7 戦のように前に出て、トップを

走ればライバルよりも速いタイムで走行できることを証明でき

ました。第 8戦では、少しセッティングを変えてもらったのです

が、終盤になってライバルたちがラップタイムを落としていて

も、僕は彼らよりコンマ数秒速いタイムで走れたのを確認でき

ました。第 8 戦の序盤に 1 台がコースオフしていた時にポス

トで瞬間的ですが、黄旗と SC ボードが出ていたので少し

ペースダウンしました。序盤はまだタイヤのコンディションも

良くてタイムアップしてファステストラップをマークする可能性

もあったので、ボードを出してすぐに引っ込めてしまったとい

う運営はちょっと疑問です。でも、その後に自分が再びタイム

アップできなかったことへの反省と対策は必要であると思い

ます。ライバルが鈴鹿と富士以外のサーキットでテストをして

いると聞いていて、走行時間はわれわれの方が少ないです

が、チームのデータを生かして、自信をもって戦って行きま

す」  

 
 

阪口 晴南 37号車ドライバー 

  

「5位、3位そして 4位という結果は、予選の順位を見れば無

難な結果だと思います。しかし、チャンピオンチームとともに

この週末を過ごすことができたのは、自分にとってはとても大

きな収穫、経験でした。呼んでいただきありがとうございまし

た。今シーズン初めてフォーミュラカーに乗るチャンスをいた

だけて、収穫だけではなく、課題、試練も与えていただいたと

思っているので、今後の自分にとっては大きなプラスになりま

した。やはり、フォーミュラも良いですね。できればまた走りた

いと思っています。F3は経験のあるカテゴリーですから、もっ

と良い結果を残したかったと悔しさが残ります。今シーズンの

F3 は、競争のレベルがとても高いと感じました。今回はチー

ムメイトですが、宮田選手とは幼い時からレースをしてきて、

レーシングカートではチャンピオンを常に争っていましたか

ら、彼に勝ちたかったですね。特に予選で前に居たかった。

そこが、悔しいです」   

 



 
 
 

 
 

吉武 聡 エンジニア 

 
 
 
 

「ここ岡山のサーキットは、とても抜きにくいサーキットなので

スタートで抜けないととても難しいです。宮田が第 7 戦でトッ

プに立って勝ってくれました。スタートで前に出られないと、

ラップタイム差で 1 秒、もっと速くないと抜けないサーキットで

すので良かったです。今回の宮田は最大限の結果を出してく

れたと言えます。そして阪口は、第 7戦と第 8戦で、レース序

盤にポジションをひとつずつアップしてフィニッシュしているの

で上出来だったと思います。 

阪口選手のコメントは、とても明確で今後のマシンセットアッ

プの参考になる点もありました。宮田のマシンセットアップ

に、今回の阪口のセットアップを導入する可能性もあります

から、彼の参加はチームにとってもプラスになったと考えてい

ます。今回表彰台に立っているライバルチームは、次戦の菅

生でテストを行なっているとのことなので、ちょっと先行されて

いるかもしれませんが、同サーキットのデータ蓄積がありま

すから、それを元に最大限頑張りたいです」 
 
 
 
 

山田 淳 チーム監督 

 

「この 3連戦で大量得点獲得を目標にしていましたが、とても

厳しい結果となってしまいました。宮田がスタートでトップに

立って優勝したことは良かったですが、週末を通してみれば

チームのドライバーサポート部分で、ほんのちょっとしたこと

で取りこぼしが発生しているので、チーム全体で次の菅生大

会前にミーティングをし、しっかりと戦って行かなくてはなりま

せんね。今回の結果でトップのフェネストラス選手とは 30 ポ

イント差となっていますが、残りの 10 戦でそれをひっくり返す

べく頑張ります。ただ、彼も速いのでそう簡単では無いという

のはわかっています。しかし、何としてもチャンピオン争いを

できるところまでもっとポイント差をつめて行きます。そして今

回片山選手が初優勝し、新たなライバルが出現してきている

ので、ウカウカしてられません。また、第 8 戦中コーナーポス

トで黄旗と SC ボードが出ていたということを、競技運営団に

問い合わせしています。正しく、公正な競技運営をお願いし

たいと思います」 
 

 


