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2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 4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:小雨 

全日本スーパーフォーミュラ選手権シリーズ第 4 戦が、富士スピードウェイにて開催された。全 7

戦で戦われる 2019 年シーズンのちょうど折り返しとなる。長引く梅雨によって朝から上空は厚い

雲に覆われる中、午前中に行われたフリー走行はドライコンディションだったが、午後から小雨が

降り始め、予選開始時点では完全なウェットコンディションとなった。ニック・キャシディは Q3 まで

進出し、5 番手グリッドを獲得。中嶋一貴は Q2 で敗退、10 番手グリッドから決勝をスタートするこ

ととなった。 

 

 
 

 

●予選日の午前中に行われた練習走行セッション（ドライコンディション）においてニック・キャシ

ディがトップタイムをマークし、滑り出し好調。彼のタイム、1 分 22 秒 569 は、非公式ながら富士ス

ピードウェイのコースレコードタイムを更新していた。かつてのコースレコードタイムは、過去に

チームに所属していたアンドレ・ロッテラーが記録した 1分 22秒 572だった。 

●午後になり、雨が降り始めコースコンディションはウェットへと変化した。 

●予定どおり 14時 45分に開始された 20分間の予選 Q1セッションは、開始早々に 1台がスピン

&ストップして赤旗中断、15時から再度 20分間で行われた。 

●キャシディが 5番手、中嶋は 9番手で Q1を突破。2台ともに Q2への進出を果たした。 

●若干雨量が増した Q2 でキャシディは 5 番手となり Q3 へ進出を果たすが、中嶋は 10 番手で

Q3への進出条件である 8番手以内に残ることができず、Q2で敗退した。 

●最終セッション Q3 に残ったキャシディは、僅差の戦いの中で決勝 5 番手グリッドを獲得。彼に

とって今季最上位グリッドから決勝に臨む。 
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Driver Car No. Q1 Q2 Q3 

中嶋一貴 36 P9   1'37.692 P10 1'39.209   

ニック・キャシディ 37 P5   1'37.251 P5   1'38.449 P5   1'40.021 
     

天候 小雨/ウェット     

気温/路面温度 気温：22-22℃ 路面：24-24℃   

 

中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

「全体的にタイヤの温まりがあまり良くなく、グリップ不

足でした。ウォームアップしている時に前を走っていた

マシンがゆっくりでそれに合わせていたので、リアタイ

ヤのグリップが不足していて、しっくり来ないまま予選

が終わってしまいました。今回富士に入って、金曜日

の練習走行からドライコンディションではマシンの感触

は悪くなかったです。それが予選でそのままのパ

フォーマンスが発揮できたかどうかは分かりません。予

選がウェットになり、はっきり言っててこずりました。10

番手グリッドは、悪すぎることもなく、良くもなくというス

ターティンググリッドですね。決勝は確実に雨がらみな

ので、もう少し前の位置からスタートできれば良かった

が、しぶとく走って順位を上げるしかない」 

 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

「5 番手という結果は、現状のマシンパフォーマンス以

上の結果だと思っているのでハッピーです。しかし、午

前中の練習走行でトップタイムをマークできていたの

に、予選がウェットコンディションになってしまって本当

に残念です。ドライだったらポールポジションだって獲

得可能だったかもしれないです。実際には、ウェットコ

ンディションのパフォーマスは良くなかった。Q3 に残っ

て 5 番手になれたのは予想外の結果でした。 昨年

は、同じく富士のウェットでポールポジションを獲得して

いるのですが、昨年のタイムに比べ今回は 1秒以上遅

いタイムしか出せていなません。何が問題だったのか

チェックしなければならないですね。決勝も雨になる可

能性が大だからマシンが改善できれば決勝の結果も

アップできると思います」 
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東條 力 36号車エンジニア 

 

 

「予選だけはドライでやりたかったです。富士への持ち

込みの状態が良くて、走り出し、ドライコンディションで

の調子が良かっただけにドライだったらという思いが強

いですが、天候だけはどうにもならないです。ドライで

確かな手応えはありましたから残念ではあります。一

貴からのリポートでは、Q2 でグリップ感が無くなってし

まったということです。Q2 になって雨の量は確かに増

えていました。それによって各車のタイムは落ちまし

た。しかし、データを見るとタイヤの温度もちゃんと上

がっていますし、何が原因でグリップ不足に陥ってし

まったのかをチェックします。コースイン直後は集団の

中に入ってしまい、計測 1 周目のタイムが良くなかった

ですね。タイヤの温めが不十分だったのも一因かもし

れません。ポイント獲得に向けて決勝へ臨みます」 

 

小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

 

「ニックが頑張って Q3 まで残ってくれて、5 番手という

グリッドを獲得してくれました。彼からはグリップ不足と

いうリポートが来ているので、それを決勝までに改善し

なければなりませんね。ドライでは速さを示してくれて

いるので、ウェットでも同じようなパフォーマンスが発揮

できるようにしなくてはならないのが我々の仕事です。

しかし、何をどうしようか悩んでいる状況です。ニックは

かなり苦労してウェットコンディションを走行していたよ

うなので、申し訳なかったと思います。その中でタイム

をひねり出してくれました。決勝は雨予報、ウェットコン

ディションだと思いますので、マシンのセットアップをな

んとかしないといけません」  
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山田 淳チーム監督  

 
 

「ニックは、今シーズントムスに加わってから自己最高

位の決勝スタートポジションを獲得してくれました。Q1

で敗退することも多かったですが、今回はウェットコン

ディションで Q3 までちゃんと進出してくれました。雨の

量はそれほど多くなかったのですが、セッション毎にコ

ンディションが変化する中でセッティングも変えながらト

ライしました。完全にマッチするセッティングはできな

かったと思います。彼自身の、ドライバーの頑張りで得

ることができたポジションでした。一方の中嶋は、Q2 で

いきなりグリップ感が無くなって、その原因はなんだっ

たのか、エンジニアがその究明をしてくれています。決

勝は雨となるでしょう。実は、決勝のフルラップを現状

のヨコハマさんのレインタイヤで走行したことがないの

で、データがありません。雨の量にもよりますが、不確

定要素が多い決勝となるでしょう。その中で強さを発揮

して、順位アップ。どちらかのドライバーが表彰台に立

てれば最高だと考えています」 
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2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 4戦 

富士スピードウェイ 

2019年 7月 14日（日） 

決勝        観客: 15,300 人     天候: 雨 

富士スピードウェイで開催された全日本スーパーフォーミュラ選手権第 4 戦は、スタートからゴー

ルまでウェットコンディションで行われた。セーフティカースタートで開始された決勝レースは、最大

レース時間 95分が経過した時点でチェッカー、レース終了。5番手スタートから 2ポジションをアッ

プしたニック・キャシディが 3 位フィニッシュ。10 番手からスタートした中嶋一貴は 5 ポジションアッ

プ、5位フィニッシュを果たした。 

 

 
 

 

●前日の予選でキャシディ、中嶋ともにウェットコンディションにおけるグリップ不足を訴えていた

が、決勝日の朝行われたフリー走行では、セッティング変更により改善され、キャシディがトップタ

イム、中嶋が 4番手につけ決勝への期待が膨らんだ。 

●決勝前スタート進行時には、ほぼ雨が上がり天候回復が期待されたが、スタート時間が近づき

再び雨が降り始めた。 

●スタート方法は、セーフティカーの先導による“セーフティカースタート”となった。3周目まで隊列

を崩さずにスタート順位を保ったまま周回。セーフティカーがコース上から退去した 4周目からレー

スが本格的にスタートした。 

●キャシディは 4 周目のダンロップコーナーで 4 位のマシンのインに入りパス、１つポジションアッ

プ。 

●中嶋は、集団の中で前車が巻き上げる水煙で視界不良に苦しみながらスタートポジションを堅

持。前を行くポイントランキングトップの前年度チャンピオン、山本尚貴選手を追った。 

●17 周目に山本選手が第 3 セクターでスピン。これにより中嶋は順位をひとつアップ。その後も

オーバーテイクシステム(OTS)を使いながら前のマシンとの差を詰め 22周目に 8位へ。 

●中嶋の進撃は続いた。32周目に再び OTSを巧みに使い 7位と順位を上げた。 

●キャシディの前を走行していた関口雄飛選手が 43 周してピットイン。キャシディ、中嶋共にひと

つ順位をアップ。 

●3 位へ上がったキャシディは、2 位の坪井翔選手に迫った。しかし、53 周してレースが終了。1.3

秒差でゴール。中嶋は、47周目に5位へ。しかし、一度オーバーランしてしまい、順位を落とすが、

再び 5位へ戻してチェッカーを受け、今シーズン初のポイント獲得(4ポイント)となった。 

●キャシディは、6 ポイントを加算。ランキングトップの山本選手がノーポイントに終わったため、そ

の差 5ポイントとし、ランキング 2位をキープ。 
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Driver Car No. Race/Fastest Lap 

中嶋一貴 36 P5  1'43.242 

ニック・キャシディ 37 P3  1'42.963 

   

天候 雨/ウェット   

気温/路面温度 温度：22-21℃ 路面温度：23-23℃ 

 

中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

「昨日の予選状況からマシンを見直しセッティングを変

えてもらったのが功を奏して良い方向に行きました。予

選時点でやっておけば良かったですね。決勝ではトッ

プグループと遜色ない速さはあったと思います。でも、

中団で走行するというのは、物凄く難しかったです。水

煙で前が全く見えず、前を走行しているマシンとの距

離がわからない中で、OTS を使って差を詰めて行くし

かなかったです。それでかなり OTS を多用したため、

最後にもう一つ順位アップしたいと思った時には、もう

OTS の残りはありませんでした。結果的にもったいな

かったかなと思います。前半、自分の前を走っていた

山本選手のストレートがとても速かったですね。これは

かなりダウンフォースを減らしているなとわかりました。

コーナーは辛そうでしたからね。そうしたら、彼がスピ

ン。接触しないよう減速して横をすり抜けました。開幕

戦時のようなは接触は避けたいですからね。これで、

やっとポイントを獲得できたので、これからって感じで

すね」 
 

 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

 

「今回の 3 位、ナイスでした。レース前半で、まずポジ

ションをひとつアップできたのは良かったです。そして、

燃費も考えつつ走行していて、エンジニアから「燃費は

考えなくて良いよ、プッシュして良いよ」と連絡があっ

て、前車を追いました。関口選手がピットインしてから

坪井選手を追いましたが、背後まで迫っても抜くまでに

は至らなかったです。彼のマシンは、われわれよりグ

リップレベルが高く濡れた路面でもしっかりとグリップし

ていて驚きました。今後のウェットレースに対しては、

何かセットアップの改善が必要だと強く感じたレースで

した。しかし、レース内容としてはとても良かったと思い

ます。あと、OTSを使うことを忘れていました。それだけ

システムに頼らずに順位アップできたということです

ね。終盤にエンジニアが OTS を使ってと伝えてきたと

きに、忘れていたことに気づきました。（笑)坪井選手と

のバトルではリスクは犯さなかった。シリーズポイント

争いを考えて、確実にポイントを獲得することが一番だ

と考え、落ち着いて走行しました」 
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東條 力 36号車エンジニア 

 

「今回は、良いレースが展開だったと思います。一貴

が、今シーズン初ポイントを獲得できました。ウェットコ

ンディション、セーフティカースタート、そして 95 分レー

スという状況がどんどんとピットイン（給油）が必要ない

状況となり、プッシュしてもらいました。前日の予選で

問題だった部分を改善、セッティングを変更して、その

結果としてフリー走行で調子が上向いて決勝を迎える

ことができたのも良かったです。5 ポジションアップでき

たのでとても良かったと思いたいのですが、もう一つ上

げられたかな。しかし、最後には OTS を使い果たして

しまっていたので抜き切れませんでしたね。ここから後

半戦に向けて仕切り直して、頑張りたいと思います」 
 

 

 

小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

 

 

「レースがスタートして途中で、当初の 55 周が終わる

前に最大レース時間 95 分となることが分かり、燃費走

行する必要性が無くなりニックにプッシュしてもらいまし

た。しかし、最後に 2位の坪井選手を抜き切ることはで

きませんでした。4 周目にポジションをアップしてくれた

のは、さすがでしたね。しかし、マシンの状況は予選の

時点よりは良くなっていますが、パーフェクトではな

かったです。その点は、エンジニアリングの面で申し訳

なかったなと思います。朝のフリー走行でトップタイム

を出した時点でも、まだトラクションが足りないというこ

とが決勝に向けての課題だったのですが、その問題を

完全に解決できないまま決勝を迎えました。マシンが

完全でなかった部分をニックが補ってくれたレースでし

た」  

 

 

山田 淳 チーム監督  

 
 

 

「予選からマシンのセッティングを見直して、決勝にい

たるまでに改善することができました。しかし、まだライ

バルとの差はあるので、これで良いということはありま

せんね。ニックの 3 位は、素晴らしかったです。ライバ

ルの山本選手がノーポイントで終わっていますから、こ

れで一気に差が詰まりました。そして一貴がようやくポ

イントを獲得でき、長いトンネルからやっと抜け出せた

感じです。彼にとっては、ここがスタートポイントです

ね。後半戦に向けて頑張ってもらいたいです。今回、

優勝はできませんでしたが、チームとしては全体的に

展開の良いレースができました。この調子を維持して

戦って行きたいと思います。今後も応援、サポートを宜

しくお願いします」 
 

 


