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2019 年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 3 戦 

スポーツランド SUGO 

2019 年 6 月 22 日（土） 

 

予選        観客: 7,800 人     天候: 曇り時々小雨 

 

全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ第 3 戦公式予選が梅雨空の元、スポーツランド菅生で行わ

れた。シリーズ中最も 1 周の距離が短い菅生では、各車のクリアラップが確保できるよう、予選の Q1 は

A、B の 2 グループに分けて行われた。ニック・キャシディがグループ A。中嶋一貴はグループ B で Q1

に臨んだ。Q1 の各上位 6 台が Q2 に進出できるシステム。結果としてキャシディ、中嶋共に Q1 で敗退し

て Q2 に進むことができなかった。中嶋は、17 番手グリッド、キャシディは 14 番手のスターティンググリッ

ドから、決勝をスタートすることとなった。 

 

 
 

 

●厚い雲に覆われたサーキットのコースコンディションはドライ。しかし時折 1 コーナー方向から吹く風に

乗って、小雨が降る状況の中で予選が開始された。 

●各グループ 10 分間でタイムアタックする Q1 は、コースイン後、一気にアタックしなくてはならず、通常

の Q1 から Q2 への進出は狭き門となった。タイヤは、通常どおりにミディアムコンパウンドのタイヤのみ

の装着が許される。 

●A グループとして先にコースインしていったキャシディは、僅か約 0.06 秒差でグループ 7 番手となり Q1

突破はできず。 

●続いて B グループの中嶋も思うようにタイムアップできず、グループ 9 番手で Q1 を終えてしまった。 

●Q1 敗退ドライバーの決勝スタート順位は、A、B グループの Q1 における 7 番手ドライバーの速い方が

13 番手グリッドを他方のグループ 7 番手が 14 番手グリッドを得る方法で、以降交互にグリッドが決定さ

れた。 
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中嶋 一貴 36 号車ドライバー 

 
 

 

「特にこれといってマシンのセットアップに不満があったわけで

は無いのですが、ポイント、ポイントで少しずつ足りない、遅いと

いうのが原因で Q1 を突破することができませんでした。 

 

練習走行では、ソフトタイヤでライバルたちと遜色ないタイムが

出ていたのですが、Q1 のミディアムタイヤのパフォーマンスが

低かったということですね。 

 

雨の影響はなかったと言えばなかったかなという感じです。路

面が濡れるまでには至っていませんでしたので。他のドライ

バーはちゃんとタイムを出しているわけですから、雨は理由に

はなりませんね。 

 

決勝はかなり後方からのスタートですから、どこまで順位を上げ

られるか、セットアップと作戦を練りたいと思います」 

 

 

ニック・キャシディ 37 号車ドライバー 

 
 

 

 

「とても僅差で Q1 を突破出来ませんでした。本当にスーパー

フォーミュラは、タフなシリーズです。0.06 秒の差なんて…。 

 

マシンの状況は決して悪くはなかったですが、ミディアムタイヤ

では、ソフトと感触が変わってしまいました。このグリッドからだ

と決勝は、相当タフになるでしょう。 

 

作戦で順位を上げるといっても、もう秘密の作戦なんてなくなっ

ているから、難しいですね。決勝に向けては、セッティングをより

良くすること。そして、ピットインの作業、タイヤ交換を完璧に

行ってもらうこと。そして自分自身が頑張ること。できるだけ多く

のポイントを獲得することを目標に、決勝に臨みます」 

 

 

 

東條 力 36 号車エンジニア 

 

 

「データを見ると、これといってドライビングの面で失敗もしてい

ませんでした。しかし、Q1 を突破したマシンのタイムと比較して

みると、各セクターで 100 分の 5 秒づつ遅い状態でした。菅生は

セクターが 4 つありますから、それをトータルするとコンマ 2 秒に

なってしまったということです。決勝は、作戦面でどれだけ順位

をアップできるかを検討して臨みます。かなり厳しい決勝となる

ことは間違い無いですが。頑張ります」 
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小枝 正樹 37 号車エンジニア 

 
 

 

 

 

「ソフトタイヤでの走行では、まずまずの感触でしたが、ミディア

ムを履いてみたらあまり良くなく、リヤのグリップが足りない状況

となってしまいました。約 0.06 秒差で Q1 突破できなかったのは

残念ですね。 

 

ドライバーのレポートによると、バックストレート先の馬の背コー

ナーのブレーキングで、タイムロスしてしまったようです。それ

は、ニックのドライブミスではなくてマシンセッティングでちゃんと

ブレーキングができなかったことが原因ですね。 

 

ソフトとミディアムのタイヤで大きくマシンのフィーリングが変

わってしまって、リヤの安定感が失わてしまいました。金曜日の

練習走行からの流れは決して悪くなかったのですが、コンディ

ションの変化にも合わせきれなかった感があります。 

 

14 番手グリッドからでも戦略でポイントをゲットできるまで、追い

上げられる可能性はあると思っています」 

 

 

 

舘 信秀 チーム監督  

 
 

 

「度々感じられることですが、予選は不得意というか、苦しんで

いますね。特に、ミディアムタイヤとセッティングがマッチしてい

ないのかと思います。そして 2 グループに分かれたことで Q1 突

破がより難しい状況になってきたと感じます。 

 

Q1 の走行時間が短くなっているので、コースインしたら一発勝

負。各車が僅差で戦っているスーパーフォーミュラは、本当に難

しいです。それゆえに遣り甲斐があるし、面白いのですが、２台

が Q2 に進出できなかったのでガッカリしています。 

 

中団以降、後方からどれだけ順位アップできるか。パッシング

が難しい菅生でファンの皆さんに素晴らしいレースをお見せし

たいです」 
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2019 年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 3 戦 

スポーツランド SUGO 

2019 年 6 月 23 日（日） 

 

決勝        観客: 18,800 人     天候: 曇り時々晴れ 

 

 

全日本スーパーフォーミュラ選手権第 3 戦が行われたスポーツランド SUGO は、決勝日の朝、前夜に

降った雨の影響でコースの一部が濡れている状況だった。午後に行われた決勝に向けて時折雲間から

日差しが射すこともあってコースコンディションはドライ。朝のフリー走行を終えた後のチームミーティング

で 36 号車と 37 号車の作戦、スタート時のタイヤチョイスを分けて 68 周の決勝へ臨んだ。37 号車のニッ

ク・キャシディは 1 周を終えてピットイン、タイヤをミディアムからソフトに交換。36 号車の中嶋一貴は、ソ

フトタイヤで 51 周を走行してピットイン、ミディアムタイヤへ交換してゴールを目指した。キャシディは、迅

速なピット作業で順位アップに成功。10 ポジションアップし、4 位でゴール。5 ポイントをゲットしてランキン

グ 2 位をキープした。中嶋は、12 位で決勝を終えた。 

 

 
 

 

●チームミーティングで、予選上位の 37 号車にタイヤ選択の優先権を与えて、ミディアムタイヤ。36 号車

がソフトタイヤでスタートすることを決定。 

●1 周を終え、キャシデイはピットイン、ミディアムタイヤからソフトに交換。燃料の給油は行わずにコース

へ送り出した。この作戦で同じ作戦をとった上位スタート車 3 台の前に出ることに成功した。 

●中嶋は、ソフトタイヤで出来るだけ多くの周回をする作戦。4 周目からスーパーGT のパートナーである

関口雄飛選手のテールを捕らえ僅差でラップを重ねた。実に 45 周の間、二人のデッドヒートは続いた。 

●キャシディは、4 番手スタートの小林可夢偉選手を背後に従えての戦いが続いていた。こちらは、2 周

目から 50 周目まで 49 周の間、デッドヒートを演じた。 

●37 号車は、ピットインの際に給油は行なっていないので、レース終盤は、燃費走行を行いながらも順

位アップして 4 位ゴールを果たした。 

●中嶋は、13 位でゴールラインを切ったが、レース後上位フィニッシュ車両にペナルティが課せられて 12

位へポジションアップとなった。 
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Drivers Car No.Race / Fastest 

中嶋　一貴 36 P12   1:08.518

ニック・キャシディ 37 P4     1:08.673

天候 曇り時々晴れ/ドライ
気温/路面温度 気温　24-23℃ 路面温度 35- 29?  

 

 

 

中嶋 一貴 36 号車ドライバー 

 
 

 

「まず、スタートを失敗してしまい、4 コーナーまでは最後尾まで

順位を落としました。そこからソフトタイヤの威力を生かし、なん

とかスタートの順位まで戻すことができました。序盤でタイヤ交

換のピットインに入るマシンが多く、4周目からスーパーGTの相

棒である関口選手の背後まで行きましたが、そこからが長かっ

たですね。コーナーで迫っても巧みにラインを抑えて来たので、

抜くまでには至りませんでした。もし、前に出られたらこっちの方

がペースは良かったと思います。 

 

全く単独で走ることはなく、常に関口選手の背後でダウンフォー

スの少ない状態で周回を重ねていました。思いの外、マシンの

バランスが良かったのが唯一のポイントですが、やはり、予選

のミディアムタイヤでパフォーマンスを示すことができなかった

ことに今回は尽きましたね。今回もノーポイントで終わってしまし

ました。次回はなんとかポイントを獲得したいと思います」 

 

 

ニック・キャシディ 37 号車ドライバー 

 
 

 

「最高のレースでした。作戦もチームの作業も完璧でした。ピッ

トアウトしてから、ずっと KAMUI（小林可夢偉）が追ってきてい

て、全く気を緩めることはできなかったですが、良いバトルを展

開できたと思います。 

 

そのバトルのせいで燃費走行ができず、最後はペースを落とさ

なくてはならなかったのが残念でした。セーフティーカーが入る

のではないかと思ってはいたものの、それを作戦に込めること

はできなかったです。 

 

確実にセーフティーカーが入るとわかっていたのなら、表彰台

に立てたかも知れないですね。5 ポイントを獲得してランキング

2 位をキープできているのは、大きいです。 

 

まだシーズン前半なので、これからもっとポイントゲットしたいで

す。昨年、富士スピードウエイではポール to ウィンをしているの

で、次戦富士でもそれを目指したいですね」 
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東條 力 36 号車エンジニア 

 

「チームの規定で、予選順位が前の方がスタートタイヤの選択

権があります。ですので、ニック（キャシディ）がミディアムタイヤ

をチョイスして、作戦を分けましたので、こちらがソフトでした。ス

タートで前に出られなかったですね。ソフトで一気に順位を上げ

たかったので、我々の作戦も狂ってしまいました。 

 

そして雄飛（関口）との長いバトルが続いたわけですが、菅生の

コース自体、相当タイム差がない限り簡単には前に出られない

ですからね。そして、雄飛も上手くラインを塞いでいました。流石

です。仮に前に出られていたら一貴の方がペースは良かったと

思います。次戦富士では、予選から上位で決勝を迎えられるよ

うに努力します」 

 

 

小枝 正樹 37 号車エンジニア 

 
 

 

「こちらがミディアムタイヤをチョイスして、作戦どおりに 1 周目で

ピットインし、タイヤ交換しただけでコースへ送り出しました。今

回は全くミスなく作業を終えられました。給油を行わなかったこ

とで、順位アップもできました。 

 

その後は、小林可夢偉選手とのバトルがずっと続く訳ですが、

それによりかなり燃料を使ってしまったので、途中から燃費走

行を指示しました。そして、セーフティーカーが 55 周から 65 周ま

で入って燃料がセーブされ最後はちょっとペースを上げられま

した。あれがなかったら、ガス欠になっていたかもしれないくら

いの状態でした。 

 

表彰台には届きませんでしたが、ポイントゲットできてランキン

グ 2 位を維持できました。今回優勝した山本尚貴選手とのポイ

ント差が開いていますが、これを縮めていきたいですね」 

 

 

舘 信秀 チーム監督  

 
 

 

「2 台の作戦を分けて、ニックのミディアムタイヤスタートが優位

であったいうことですが、それにプラスしてピットワークは完璧

だったのと、無給油作戦でポジションアップ出来ました。 

 

ニック自身も、開幕戦のような素晴らしい走りで 37 号車が 4 位

フィニッシュしてくれました。10 ポジションをアップした最高の

レースでしたね。一貴は、雄飛を追いかけました。スーパーGT

では同じマシンをシェアしている二人のバトルは、互いをよく

知っているから見ていて、ある意味面白かったけれど、雄飛

だってスーパーGT のパートナーだからといって抜かさせてくれ

るわけもないです。 

 

今回は、予選の段階から苦戦を強いられました。一貴がまだ

ノーポイントであるという点は心配ですが、次戦では必ずや良

いレースをしてくれると信じています」 

 

 


