
 

 

 

2019年全日本 F3選手権 第 11戦 第 12戦  

富士スピードウェイ 

2019年 7月 13日（土） 
 

予選          観客: 10,200人         天候: 曇り 
 

2019年全日本 F3選手権シリーズは、ここから後半戦に突入。第 11戦、第 12戦を富士スピードウェイで

迎えた。前戦、スポーツランド SUGO で行われた第 9 戦において、宮田莉朋は快勝し、今シーズン 2 回

目のフルマークでポイントを加算した。今回も自信を持って予選に臨み、見事に両レースのポールポジ

ションを獲得。小高一斗は、第 11戦を 3番手、第 12戦を 4番手グリッドからスタートすることとなった。 

 

 
 

  

●7 月の半ばを迎えても梅雨明けの宣言はなく、曇り空の下で予選が開始された。前日まで雨がコース

を濡らすことがあったが、予選はドライコンディション、一部ハーフウェットで行われた。 

●宮田、小高ともにコースインしタイヤを温め、4周目からタイムアタックを開始。 

●1分34秒台のタイムを刻み、1セット目のタイヤによるアタック序盤はチームが1-2というポジションだっ

たが、最大のライバルであるサッシャ・フェネストラズ選手が二人の間に割って入り、宮田に続いて 2 番

手となっていた。 

●1 セット目のタイヤでのアタックを終えたのち、インターバルを経て 2 セット目のタイヤでアタック。30 分

のセッションが残り時間10分を切ったところで各車がコースイン。最初に1分33秒台に突入したのはフェ

ネストラズ選手だった。 

●その直後、宮田がフェネストラズ選手のタイムを一気にコンマ 3 秒以上更新してみせた。宮田のアタッ

クはそれで終わりではなかった。1周を挟んで再び 0.04秒タイムを更新し、第 11戦のポールポジションを

決め、第 12戦のスターティングポジションを決めるセカンドベストタイムもトップとなり、ダブルポールポジ

ション獲得となった。 

●小高も 1分 33秒台に突入し、これで第 11戦の 3番手グリッドを獲得。しかし、セカンドベストタイムは、

終盤にタイム更新ならず、0.019秒差の 4番手で第 12戦をスタートする。 

 

Drivers Car No. Qualifying for 11 Qualifying for 12

宮田　莉朋 36 P1  1'33.507 P1  1'33.548

小高　一斗 37 P3  1'13.994 P4  1'34.297

天候 曇り/ドライ

気温/路面温度 気温 21-22 ? 路面: 23-24?  



 

 

 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 

「今回も二つのポールポジションを獲得することができたのです

が、タイム的もっと出せたと思うので、大喜びはできないです

ね。2 セット目のタイヤで 1 分 33 秒台に入ってそのままアタック

を続けていたのですが、他車にひっかかってしまい、アタックを

一旦やめて最終周に再アタックしたのですが、すでにタイヤの

ピークグリップは落ちていました。ちょっと悔しいです。最終周に

ベストタイムを出しているのですが、ヘアピンでミスしてしまった

ので、まだ甘いなと反省もしています。しかし、予選がドライコン

ディションであれば、トップに立つ自信はあるのですが、練習時

のウェットコンディションだと、トップ 3に入れても、完全にトップを

取れていない状況です。第 11 戦はドライでレースができると思

いますが、第 12 戦はウェットの可能性が大きいので、雨の対策

を考えて臨みます」 

小高 一斗 37号車ドライバー 

 

「2 セット目のタイヤでタイムアップを狙っていて、莉朋（宮田）の

スリップストリームを使わせてもらおうと思っていました。セク

ター1 で自己ベストタイムを出していましたが、莉朋が他のマシ

ンに引っかかり、そして自分も莉朋に引っかかる形となってしま

いました。最後の最後にもう一回アタックをかけたのですが、セ

クター3 で他のマシンがインに入って来て、最終コーナーを失速

気味に立ち上がり、タイムアップできませんでした。今回、他車

のスリップを使うということは、時としてリスクを伴うことを実感し

た予選でした。最後にアタックをかけた時も集団の中で混戦状

態だったので、思ったようには走れませんでした。しかし、それを

差し引いても莉朋に負けている部分があるので、それを詰めな

くてはならないですね。予選を迎えるまでドライコンディションで

練習ができていませんでした。ドライの走行は、予選がぶっつけ

本番だったので、ドライビングもメンタルも合わせ切れなかった

ので悔しいです」 



 

 

 

 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

「ドライのコンディションでは宮田は自信持っていますし、全く問

題なく走行できています。その結果のダブルポールポジション獲

得です。しかしながら木曜日と金曜日の練習走行ではウェットコ

ンディションの走行だったのですが、はっきり言って、まだこれと

いったセッティングが見つかっていないので、予選をドライコン

ディションでドライブできたのはとても良かったですね。 

小高も悪くない仕上がりで来ています。1 セット目のタイヤでは、

セクター毎のベストタイムを抽出して繋げると宮田と同等のタイ

ムになるのですが、まだまとめ切れていない状況です。そして、

2 セット目のタイヤでは宮田の背後で小高がスリップストリーム

を使ってタイムアップを試みたのですが、タイムを出そうとしてい

た周に宮田がアタックをやめて、スロー走行したため、小高はそ

れに引っかかってしまいました。誰かのスリップを使うということ

にはリスクもあるので、それが今回の小高に起きたということで

すね。両レースでフェネストラズ選手が 2番手スタートですから、

宮田とともに小高もフェネストラズ選手にプレッシャーを与える

良いレースをしたいですね」 

 

山田 淳 チーム監督 

 

「ドライのコンディションでは、宮田は大丈夫です。11 号車のフェ

ネストラズ選手が事前の富士テストで速かったので、かなり警

戒をしていましたが、今回は思った以上に迫ってこなかったの

で、こちらにとっては良かったですね。しかし、2 セット目のタイヤ

では一気にタイムアップを果たしていたので、手強い相手には

変わりありません。決勝でも絶対迫ってくるので気を抜くことが

できません。そんな強敵を相手に 2勝を挙げて欲しいですね。し

かし、土曜日の第 11 戦決勝はなんとかドライコンディションで行

えるようですが、日曜日の第 12 戦は雨という予報ですから、厳

しいです。ウェットコンディションではライバルのフェネストラズ選

手が一枚上手で、その他の外国人ドライバーもウェットコンディ

ションとなると速いので全く気を抜くことができません。チームの

目標は、宮田の 2連勝で大量得点を獲得し、小高も予選順位を

上回る結果を残すことです」 

 

 

 

 

 

 



 

 

2019年全日本 F3選手権 第 11戦 第 12戦  

富士スピードウェイ 

2019年 7月 13-14日（土/日） 
 

決勝       観客: 10,200人（土曜日第 11戦）/15,300人（日曜日第 12戦）         天候: 曇り/雨 
 

2019 年全日本 F3 選手権シリーズで 3 回目のダブルポールポジションを獲得して迎えた決勝において、

宮田莉朋は第 11 戦をトップでゴール。しかし、レース後の再車検で車両規定違反とされ、失格処分を受

けてしまった。競技運営団から指摘された車両の部品を交換して臨んだ第 12 戦では 3 位フィニッシュ。

小高一斗は、両レースにおいてスタートで順位を落としてしまい、第 11戦 4位、第 12 戦 5位でゴールし

た。 

 

 

 
 

 

●曇り空の下行われた第 11 戦。宮田はスタートからコカコーラコーナーの進入までライバル、フェネスト

ラズ選手に並ばれるもトップを守った。しかし、後方でアクシデントが発生し 1 周目からセーフティカーが

コースイン。5周目にレースが再開された。 

●再スタートの際、フェネストラズ選手に先行を許してしまった宮田は、2 位で周回を重ねていた。しかし、

トップに立ったフェネストラズ選手が再スタートの際にスタートラインの手前で宮田の前に出ていため、ド

ライブスルーペナルティが課せられ後退、再び宮田がトップに立ちそのままゴールした。しかし、レース後

の再車検で車両規定違反と裁定され失格処分となった。 

●小高は、第 11 戦のスタートを失敗。2 つポジションを落としてしまいそのままの順位で走行。フェネスト

ラズ選手が順位を落とし、レース後に宮田が失格処分となり 4位となった。 

●第 12戦は、車両規定違反に抵触する部品を交換して臨んだ。 

●ウェットコンディションとなった第 12戦。宮田は、スタートで 2位へ後退。ウェットコンディションで苦しい

展開となり、レース終盤にもうひとつ順位を落としてしまい、3位フィニッシュ。 

●小高は、第 12 戦のスタートでひとつポジションを下げてしまい 5 位へ。そのままのポジションでレース

を終えた。 

 

 
Drivers Car No. Round 11/Fastest LapRound 12/Fastest Lap

宮田　莉朋 36 失格 P3  1'54.102

小高　一斗 37 P4  1'39.581 P5  1'55.098

天候 曇り/ドライ　雨/ウェット
気温/路面温度 気温: 23-22/21-21 ? 路面: 29-25/22-22 ?  
 

  



 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 

「第 11 戦で失格となってしまい本当に残念です。前戦、菅生の

第10戦も失格処分を受けてしまったので、フェネストラズ選手に

大きく点差をつけられてしまいました。第 12戦のスタートは反応

が良かったのですが、動き出した先にあるホワイトラインに細心

の注意を払っていたつもりなのですが、その上を通過する際に

ホイールスピンしてしまい加速が鈍って前に出られませんでし

た。ウェットコンディションでは、B-Max モトパークチームのマシ

ンが速いのはわかっていたので、終盤までアーメド選手を抑え

られたのは良かったのですが、結局は抜かれてしまいました。

途中から雨量が増え苦しいレース展開でした。二つのレースで

失格となってしまいシリーズを制覇する事はかなり厳しいです

が、次戦の菅生は前回ポールを獲得しています。そして、もて

ぎ、岡山と落とせないレースが続きます。ウェットコンディション

のマシンの状態を改善し、後半戦も頑張ります」  

 

 

小高 一斗 37号車ドライバー 

 

 

「両レースともにスタートでポジションを落としてしまったのは、

残念でした。特に第 12 戦では今シーズン初のウェット路面のス

タンディングスタートは経験がなく、どのようにスタートを切った

ら良いのか分からないままでした。しかし、反応は良くて、蹴り

出しも良かったのですが、少しホイールスピンの量が多く、抜か

れてしまいました。第 11 戦でも途中雨が少し降ってきて多少影

響がありました。ドライの時は良かったのですが、少しの雨でも

若干メカニカルグリップが落ち、また、自分自身もその状況に対

応できなくて苦しい展開となってしまいました。濡れた路面が得

意なドライバーがいる中で、自分にはまだ課題が多いです。ドラ

イではだんだんと課題を克服できている部分があるのですが、

ウェットではまだどのように対処して良いか悩んでいます」 
 

 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

 

「車両をこれまでと同様に管理してきているのですが、今回車両

規定違反の判断が下され、失格処分となってしましました。規定

に対してエンジニアとして配慮が足りなかった部分があったと反

省しています。宮田がトップでゴールしながら失格という残念な

結果で非常に申し訳ない気持ちでいっぱいです。今後は、レ

ギュレーションに従って車両を整えて行きます。そして、第 12 戦

のウェットコンディションでは、まだライバルに対して車両のセッ

ティングで足りない、劣勢な部分があることが再び明らかになり

ました。それが何なのかはまだハッキリとわかっていません。今

後もウェットコンディションのレースの可能性はあるので、早くそ

れを究明して行かなくてはならないです」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

山田 淳 チーム監督 

 

「前戦のスポーツランド SUGOの第 10戦で車両の部品に関して

他チームから抗議が出され、そして今回は他の部分においても

指摘されて第 11 戦は宮田が失格という結果になってしまいまし

た。事前の車検では問題なかったのですが、レース後に全く同

じ部品を装着しているのに失格という判断が下されています。し

かし、裁定を尊重して受け止めます。それによって、第 12 戦は

規定に適合している部品を急遽取り寄せて装着して参戦しまし

た。宮田に関して第 10戦、第 11戦を失格となってノーポイントと

なり、チャンピオン争いでは完全に黄色信号が点灯している状

況です。しかし、チームとしては最後の最後まで諦めずに一戦、

一戦に最大限の結果を残すべく戦って行きます。そして、宮田、

小高両ドライバーに共通してウェットコンディションでのパフォー

マンスをアップしなくてはならないという課題がより強くなってい

ます。まず、マシンセッティングで現状の劣勢を究明してこれか

らのレースに臨みます」 
 

 

 


