
 

 

 

2019年全日本 F3選手権 第 13戦 第 14戦 第 15戦 

スポーツランド SUGO 

2019年 7月 27日（土） 
 

予選          観客:1,150人         天候: 曇り時々雨 
 

2019年全日本 F3選手権シリーズは、今回の大会を含めて残すところ 3大会、8レースとなった。前回の

スポーツランド SUGO大会で他チームから提出された車両規則違反の抗議から、第 10戦の裁定が下り

宮田莉朋が失格。前戦の富士スピードウエイ大会で新たに配布された部品公認書にのっとった車両規

則違反抗議が再び提出され、第 11戦も失格処分となった。現在ポイントランキング 2位の宮田とトップの

サッシャ・フェネストラズ選手との点差は大きく開いてしまった。しかし、心機一転、シリーズ終盤戦に向け

ての戦いは続く。菅生入りしてから、好調の宮田莉朋は、第 13戦のポールポジションを獲得。第 14戦は

2番手と両レースをフロントローからスタートすることとなった。小高一斗は、両レースを 4番手グリッド、2

列目からスタートする。 

 

 
 

 

●予選開始時点に小雨が降り始めていたが、コースはほぼドライ。しかし、ラップタイムに多少の影響が

あった。 

●宮田、小高ともに 3セットのニュータイヤを使用してタイムアタック。 

●2セット目のタイヤで、宮田は 1分 13秒台に突入し、ポールポジション獲得の期待が高まった。 

●雨が上がり、コースが完全にドライへ変化し、3セット目のタイヤで宮田は一気に1分12秒台に入りトッ

プタイムを叩き出し、第 13戦のポールポジションを決めた。 

●宮田は、最初に数周し表面を「皮むき」（スクラブ）したニュータイヤで再度コースインしてアタック。1 分

13秒フラットまでタイムアップ。これで第 14戦のセカンドグリッドを得た。 

●小高は、コースコンディションが変化する中で思うようにタイムアップできずに苦しい展開となってい

た。 

●最終的に小高は、セッション最初に 1 周スクラブしたタイヤを装着し、最後のアタックを行い、連続して

1分 13秒 1、1分 13秒 0をマークし第 13戦、第 14戦ともに 4番手グリッドを得た。 

●第 15戦のスターティンググリッドは、第 13戦の決勝結果によって決定される。 

 



 

 

 

 

Drivers Car No. Qualifying for 13 Qualifying for 14

宮田　莉朋 36 P1  1'12.707 P2  1'13.025

小高　一斗 37 P4  1'13.077 P4  1'13.148

天候 曇り時々雨/ドライ

気温/路面温度 気温 29-29 ? 路面: 37-37?  
 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 

「急遽作戦を変更して、2 セット目でアタックをした時点でトップタ

イムを出してピットに戻りました。3 セット目のニュータイヤでコー

スインした時はコースもドライになっていて、13 戦のポールポジ

ションのタイムを出すことができました。もう 1 周アタックしようか

とチームと無線で話し合ったのですが、結局タイヤのピークは過

ぎているから再度ピットインして 1 セット目のスクラブしたタイヤ

の方がコンディションは良いと判断しました。しかし、12 秒台に

は入ることができずに、第14戦は2番手という結果でした。最後

のアタックは多少ミスもあり、それがうまくまとめられたとしても

12秒 9 くらいがベストだったかなと思います。 

作戦変更のドタバタした中でも自分としては、落ち着いてアタッ

クできたし、チームが良いマシンを用意してくれて、前回、前々

回と車両規定違反で失格処分となった後に、規則に従ったマシ

ンでも今回ちゃんと速さを示すことができて良かったです」  

 

 

小高 一斗 37号車ドライバー 

 

「コースに出て行ったのが早めでした。その時の雨の量が一番

多くコースの一部が濡れている状況だったので、タイムアップは

望めなかったのですが、それでもアタックしました。ピットに戻る

頃には雨が止んでコースコンディションが良くなり、他のドライ

バーがタイムアップしていたので、タイヤをニューに変えて再び

コースインしました。コースはほとんど乾いていたのですが、マ

シンのバランスを自分がはっきりと把握できない状態で思うよう

にタイムを出すことができませんでした。最後は、スクラブしたタ

イヤでアタックし、最後の最後に連続して 1 分 13 秒フラットぐら

いを出して、それで 13 戦、14 戦とも 4 番手グリッドを獲得しまし

た。もし、最後にニュータイヤでアタックしていたら 12秒台、莉朋

選手の 12 秒 7 くらいまで出せていたのではないかなと思いま

す。今回決勝はこれまでと違って、上位マシンについてゆくのが

やっとという状況ではないと思うので、結果を出したいと思いま

す」 



 

 

 

 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

「予選セッションが始まって小雨となり、第 3、第 4セクターあたり

で路面の水量が多いようだったので、タイムを出せないかなと

思っていたのですが、コンディションが回復してくれて良かった

です。チームの作戦ミスの部分があって、二人をコースインさせ

たタイミングが悪かったですね。一番雨量が多い時に 2 セット目

のニュータイヤでアタックしたので、思うようにタイムアップでき

ませんでした。その点は、申し訳なかったですね。そして 3セット

目のニュータイヤで莉朋が 1 分 12 秒台に入ってくれた。もう 1

周アタックできるかなと思ったのですが、計測 4周目は完全にグ

リップダウンしてしまう状況だったので、周回数の少ないスクラ

ブ済みタイヤを装着して最後のアタックに送り出しましたが、13

秒フラットが限界でした。小高も一部が濡れたコース状況から乾

いてゆく状況に合わせ切れず苦戦した予選でした」 

 

 

山田 淳 チーム監督 

 

「多少雨の影響もありましたね。セッションが進むにつれて雨が

少なくなって、コンディションも良くなってきました。菅生は予選が

大事ですから、できれば宮田がダブルでポールポジションを取

れれば良かったのですが、3 セット目のタイヤで 1 分 12 秒 7 を

出した次の周には、すでにタイヤグリップのピークが終わってい

ました。やはり計測 3 周目がピークで 4 周目はもうタイムアップ

は望めなかったです。 

今回、第 14 戦のポールはアーメド選手が獲得、菅生のような

コースが得意なようで、勢いもあるし、スタートも上手いし、フェ

ネストラズ選手だけではなくて、もう一人強敵が出てきました

ね。小高に関しては、練習走行で調子が良く、予選に期待して

いたのですが、タイムの伸びが足りなかったです。思った以上に

2 セット目のタイヤでタイムが出ませんでした。3 セット目も伸び

ず。2セット目で 1分 13秒のフラットか 12秒台に入っていれば、

3 セット目でもっと伸びていたかなと思うと、残念な予選でした。

実力としては、12 秒台に入れるものを持っているので残念で

す。決勝は台風の影響があって雨の予報もありますが、できれ

ば 3レース全てドライでやりたいですね」 

 

 

 

 
 



 

 

2019年全日本 F3選手権 第 13戦 第 14戦 第 15戦 

スポーツランド SUGO 

2019年 7月 27-28日（土/日） 
 

決勝          観客:1,200人         天候: 晴れ/晴れ後曇り・晴れ 
 

2019 年全日本 F3 選手権シリーズ第 13、14、15 戦は、今シーズン 2 回目のスポーツランド SUGO が舞

台。宮田莉朋は、第 13 戦をポールポジションからスタートし、レース中のファステストタイムも叩き出して

優勝。第 14戦はスタートで順位をひとつ落としてしまい 3 位フィニッシュ。そして第 15 戦は、再びポール

to ウイン、加えてレース中の最速周回タイムも獲得し、ドライバーズポイントでランキングトップのサッ

シャ・フェネストラズ選手との差をつめた。小高一斗は、第 13 戦でスタートが決まりポジションをひとつ

アップして 3位フィニッッシュ。第 14戦は 4位。そして、第 15戦でふたたび 3位表彰台に立った。 

 

 
 

●梅雨と台風の影響が心配されたが、決勝は 3レースすべてドライコンディションで行われた。 

●第 13 戦のスタートは、宮田がポールポジションからトップをキープすることに成功。その背後で小高が

抜群のタイミングでスタートを切り、ポジションアップに成功した。 

●宮田は 1周目トップで帰ってきが、2周目に入った 1コーナーでまさかのオーバーラン。素早くコースに

戻ったものの、2 位のフェネストラズ選手に 2 コーナーで並ばれてしまった。しかし、次の 3 コーナーでイ

ンを守ってトップの座を死守。以後は後続を引き離し 4勝目をマーク。 

●第 14 戦、宮田はスタートでクラッチミートのタイミングが合わずに出遅れて後退。小高はスタートポジ

ションをキープし 4 位走行。小高は、路面温度が高い状況下でレース終盤タイヤのグリップダウンに苦し

みながらも自己最速タイムをマークする力走を見せた。 

●第 13戦で優勝し、第 15戦のポールポジションを獲得した宮田は、スタートから後続を引き離す展開で

毎周コンマ数秒ずつギャップを開く快走で優勝。通算 5勝目。 

●小高の第15戦スタートもうまく決まった。2位のフェネストラズ選手にレース序盤で迫った。しかし、レー

ス中盤に 1 コーナー先でオーバーラン。最後まで順位を逆転するまでに至らず、3位フィニッシュ。 

●宮田は、今菅生大会で 28ポイントを獲得し、トップのフェネストラズ選手との点差を 28とした。シリーズ

は、残すところ 2大会、5レース。最後の最後まで望みを捨てずチャンピオン獲得を目指す。 

 

 

 



 

 

Drivers Car No. Round 13/Fastest Lap Round 14/Fastest Lap Round 15/Fastest Lap 

宮田 莉朋 36 P1  1’14.833 P3  1' 14.577 P1  1’14.899 

小高 一斗 37 P3  1’15.188 P4  1' 15.020 P3  1’15.427 

      

天候 晴れ/ドライ 晴れ後曇り/ドライ 晴れ/ドライ  

気温/路面温度 気温: 35-35/31-29 /34-34℃ 路面: 54-54/44-45/52-53 ℃  

 

 

宮田 莉朋 36号車ドライバー 

 
 

「第 13 戦では、2 周目の 1 コーナーでリヤのグリップが無くなっ

てしまいコースオフしました。これで終わりかと思うような状態に

なってしまったのですが、なんとか立て直すことができ、ポジショ

ンを守れる事ができてよかったです。そこからは、ギャップを開く

ことができました。第 14 戦はスタートシグナルが点灯してから

オールブラックになるまでの時間が長く、クラッチミートのタイミ

ングが合わせられなかったです。 

そして第 15戦は、第 14戦で失敗したスタートに対して失敗しな

いようにどうすれば良いかを考え、また気温と路面温度が高く

なると予想されたので、チーム、エンジニアさんと状況を想定し

て臨みました。スタートで抜かれなかったし、トップを走りファス

テストも獲ることができました。しかし、決して楽なレースではな

かったです。二つのレースで失格の処分を受け、車両規定違反

したマシンで勝って来たと思われるのが悔しかったのですが、

今回 2 勝できて、レギュレーションに合致したマシンでも速さを

示すことができました。チームも素晴らしいマシンを用意してく

れて感謝しています。自分は、レース人生をかけて F3 を戦って

いるので最後まで全力を尽くします」  

 

小高 一斗 37号車ドライバー 

 

「2 回 3 位になって表彰台に立っていますが、嬉しいという気持

ちよりも悔しいです。今回菅生に入って調子が良く、練習走行で

莉朋選手と同等か速かったこともあるので、それを結果に結び

つけることができなかったのが悔しいですね。練習から予選、決

勝のレース毎にコースコンディションが変化して、それにマシン

のセットアップを合わせ込むことができなかったのは、経験の差

など甘いことは言ってはいられないのでそれが悔しいです。結

果としてはっきりと莉朋選手との差で示されていますから、自分

が劣っていたということです。第 15 戦で序盤にフェネストラズ選

手に迫ったのですが、路面温度が高くタイヤのグリップが低下

してきた時に差も開き、またコースオフもしてしまいました。これ

までもレース中に 1 回はミスしてしまっているので、これからは

そのミスをしないようにするのが自分の課題です」 

 

 

 



 

 

吉武 聡 エンジニア 

 
 

「宮田が2勝を記録してくれてよかったですね。特に第15戦はコ

ンディションが熱くなることを想定してセットアップを変えて臨み

ましたから、それが合致しました。逐一こちらからは後ろのラッ

プタイムとギャップを知らせていたので、それを聴きながら序盤

からギャップを開いて 25 周と長いレースの中できちんとマネー

ジメントできたレースでした。それだけマシン的にはライバルより

もアドバンテージがあったと思います。できれば宮田には 3 勝し

てもらいたかったですが、それは予選でチームとして作戦を失

敗しているのでそこは反省点です。小高に関しては、これまで

常にアンダーステアに苦しんでいたのを今回対策して菅生に持

ち込んでいます。それが良い方向に出ています。このセットアッ

プを残りの 2 大会でも試してみたいと思っています。あとは、攻

めて走っている中でどうしてもミスしてしまうことがあるので、そ

れを無くすことができれば、もっと成績は良くなると思います」 

 

 

山田 淳 チーム監督 

 

「宮田は今回頑張りました。しかし、敢えて厳しいことを言えば、

彼にはもっと頑張って欲しい。レース中のラップタイムのばらつ

き、後続のラップタイムに対してどう対処すべきかなど、まだま

だです。スタートも周りが失敗したことで彼がトップを守れてい

る。細かな分析をすれば、もっと頑張らなければならない。2 勝

しましたが、それはポールポジションからスタートしてトップを

走ったから。トップなら自分のペースでレースをマネージメントす

るのはできますから。しかし、第 14 戦のようにトップでなければ

そのポジションに埋もれてしまう。その中でも前のマシンを抜くと

いう闘争心。ダウンフォースが無くなった中でもどこが抜きどこ

ろなのかを考えて走ることをして欲しいですね。 

小高は今回 3 位を 2 回獲得して成長を見せてくれましたが、

レース中のラップタイムのバラツキがあるので、それが課題で

す。第 13 戦の 2 周目に前の 2 台が失速気味になった、そこで

もっと接近できていたら彼はトップに立てていた。そして第 15 戦

でも1周目、2周目にフェネストラズ選手に迫ったけれど抜くまで

に至らなかった。成長はしていますが、まだまだです。チャンピ

オン争いに関しては、宮田は崖っぷちで踏みとどまっている状

態ですが、これからもチャンピオンを目指し全力を尽くすのみで

す」 

 


