
 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 5戦 

ツインリンクもてぎ 

2019年 8月 17日（土） 
 

予選        観客: 17,500人     天候: 曇り時々晴れ 

 

第 4戦の梅雨空から一転、猛暑の第 5戦、ツインリンクもてぎ。 

路面温度が 50℃に届きそうな厳しいコンディションの下で予選が行われた。毎戦ミディアムタイヤとの

マッチングに苦しんでいる状況下で、ミディアムタイヤ装着が義務付けられている Q1 を突破するために

は最良のセッティングを見つけ出すのが不可欠。残念ながら、36 号車中嶋一貴は Q1 で敗退、16 番手

が決定。37 号車のニック・キャシディは Q2 へ進出を果たしたが、Q3 へ駒を進めることができずに 12 番

手グリッドから決勝をスタートすることとなった。 

 

 
 

●Q1では、両選手とも 2セットのミディアムタイヤでタイムアタック。 

●1セット目のミディアムタイヤで、キャシディが 11番手、中嶋が 12番手のタイムをマーク。 

●Q2進出をかけて 2セット目を装着してのアタックで、キャシディは 4番手に躍進。しかし、中嶋は 12番

手以内の Q2進出圏から脱落し 16番手となった。 

●Q2 でソフトタイヤを装着してコースインしたキャシディは、十分なグリップを感じられずに 12 番手。Q3

進出ならず、予選を終えてしまった。 

 

 

Driver Car No. Q1 Q2 Q3 

中嶋一貴 36 P16  1'34.036     ―  ― 

ニック・キャシディ 37 P4   1'33.319    P12  1'32.856   ― 

     

天候 曇り時々晴れ     

気温/路面温度 気温：38〜38℃ 路面：49〜48℃   

 

 

 

 

 



 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

 

中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

 

「予選前までの感触でミディアムではかなり辛い、厳しい状況

であるのはわかっていました。1 セット目のミディアムは、それ

なりのタイムが出せたと思いますが、その後の 2セット目の伸

びしろが他のドライバー、チームほどなかったというところで

すかね。また、2セット目はコースインするタイミングが良くなく

て、トラフィックの中に入ってしまいました。コースインして 1台

パスしても、その前にも 1台いてという状況でした。そして、今

シーズンの最初から感じていることなのですが、エンジンの

調子がちょっと良くないですね。パワー不足を感じているのも

今回の予選、Q1 敗退の原因ではあります。後方から追い上

げるしかないのですが、それほど多くの作戦があるわけでも

ないし、頑張るというしかない。それだけですね」 

 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

 

 

「これまで苦労していたミディアムで 4番手タイムを出すことが

できました。前戦の富士でミディアムが良くなかったので、今

回、金曜日にミディアムで走りこんで納得できるセットを見つ

け出しました。そして Q1 の結果も良くて、これでソフトを履け

ば、ポールポジションだって不可能ではないと嬉しくなりまし

た。ところが、Q2にソフトタイヤでコースインしてみると、びっく

りするほどグリップ感がなく、全くタイムが出せなかった。どう

なってしまったのか全くわかりませんでした。Q2 のトップタイ

ムから 1 秒も遅いなんて信じられない。何が原因なのか、エ

ンジニアと追求しなくては決勝を戦えない。まあ、開幕戦では

12 番手スタートから優勝できたので、悪かった原因がわかれ

ばポジションアップはできると思う」 

 

東條 力 36号車エンジニア 

 

 

「もてぎのコース特性からミディアムタイヤのグリップは悪いこ

とは予測していたのですが、これほど悪いとは予想外でし

た。また、2セット目のミディアムでアタックした際にトラフィック

に出くわしてしまい、タイムアップできませんでした。マシン

セットアップとしては、決して悪くはなかったのですが、アタッ

ク時の運も悪かった。エンジンの調子は今シーズンずっと思

わしくない。どこかが壊れているわけではなく、TRD さんもい

ろいろと毎戦システムで対処していただいていますが、スッキ

リとしない状況です。1 シーズンで使用できるエンジンが 1 基

のためエンジンを交換することができないので、辛いですね。

何か良い作戦を考えて追い上げられるよう考えます」 

 



 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

 

 

 

小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

 

「金曜日の時点でミディアムを履いてしっかりとチェックしてい

ます。それは、やはり Q1の突破が重要と考えたからです。そ

して、土曜日の練習走行でミディアムとソフトを両方履いてい

るのですが、どちらかというとソフトにもうひとつ何かが足りな

いという点はあったのですが、ミディアムほどは問題はないだ

ろうと考え予選に臨みました。Q1は見事に 4番手で突破した

のですが、Q2 でいきなりグリップせず、特にリヤが全然グリッ

プしないということで、なぜいきなりこれほどグリップ不足にな

るのか少し解せない状態です。昨日までと、今日のコンディ

ションが異なり、日が出た時と陰った時の路面温度差も影響

しているのかもしれません。Q1 の感触が良かっただけにニッ

クも Q2 の走行を終えてがっかりしていました。ソフトタイヤの

不振を究明して決勝に臨みます。明日朝、ロングランを中心

に作戦を練ることにします」  

 

 

 

舘 信秀 チーム監督  

 
 

 

「ドライコンディション、それもかなり暑いコンディションで迎え

た予選。またしてもミディアムタイヤのセッティングに悩み、一

貴が Q1 で敗退という結果でした。シーズンも後半に入ってき

たのですが、いまだにミディアムタイヤのセッティングが決

まっていないという厳しい状況。ニックはなんとか Q2 進出を

果たしたものの、ソフトタイヤを装着したところいきなり“ノーグ

リップ”。ソフトでは調子が良いはずだったのに、まるで狐につ

ままれたような状態で、結果として 2 台ともに後方からのス

タートとなりました。決勝には強いという自信はあるものの、こ

のような予選結果は、何とかしなくてはならないと思っていま

す」 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

2019年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第 5戦 

ツインリンクもてぎ 

2019年 8月 17日（日） 
 

決勝        観客: 19,500人     天候: 曇り時々晴れ 

 

猛暑の中で行われた第 5 戦。VANTELIN TEAM TOM’S の 2 台は後方からの決勝スタートとなった。2

台は異なる作戦をとって決勝に臨んだ。12 番手スタートの 37 号車ニック・キャシディは 1 ストップ作戦。

16 番手スタートの 36 号車中嶋一貴は 2 ストップ作戦。開幕戦と同じ 12番手からスタートしたキャシディ

は、好調なペースで順位アップに成功し、第 4 戦につづいて見事 3 位フィニッシュを果たした。中嶋は、

序盤に順位アップしたが、その後はペースが上がらず苦しい展開となり、最後のスティントで順位アップ

し、スタートポジションと同じ 16位でレースを終えた。キャシディは 6点を加算し、ドライバーシリーズポイ

ントリーダーとなった。 

 

 
 

●気温 38度、路面温度 49度という猛暑のなかで決勝がスタートした。 

●フォーメーションラップに向かうとき、ポイントリーダーの山本尚貴選手がエンジンをストール。フォー

メーションラップが終わり、各車がスターティンググリッドに着く際、複数台がエンジンストールしたためス

タートディレイ。結局仕切り直しとなり、スタートがやり直されたため、決勝の周回数が 1 周減算され、51

周となった。 

●ミディアムタイヤでスタートを切ったキャシディは、4周してピットインしソフトタイヤに交換。 

●中嶋は、ソフトタイヤでスタート。7 周でピットインし、ミディアムタイヤへ交換。しかし、このミディアムタ

イヤでペースが思うように上がらず苦戦。17 周して再びピットインし、ソフトタイヤに交換してコースへ復

帰。 

●キャシディは、レースの進行とともに順位アップ。39周目に 4位へ。そして 45周目にポールポジション

スタートのアレックス・パロウ選手をパスして 3 位へ上がりそのままゴール。シリーズ参戦ドライバー中唯

一ここまで全戦でポイント獲得しているキャシディは、トータル 28点でポイントリーダーとなった。 

●中嶋は、2 回目のピットイン以降、前車に気流を乱されない状況ではトップグループと同等のハイペー

スで周回を重ねた。レース中のベストタイムは 3 番目の速さを記録している。一時最後尾まで順位を下

げてしまった中嶋だったが、終盤の追い上げで 16位フィニッシュとなった。 

 

 

 



 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

Driver Car No. Race/Fastest Lap 

中嶋一貴 36 P16  1'35.394  

ニック・キャシディ 37 P3   1'35.614 

   

天候 曇り時々晴れ   

気温/路面温度 温度：38〜34℃ 路面温度：49〜42℃ 

 

 

 

中嶋 一貴 36号車ドライバー 

 
 

 

「ソフトタイヤならペースは悪くないのですが、ミディアムタイ

ヤだとどうにもこうにもならない状態のもてぎでした。16 番手

という後方からの決勝スタートでしたから、苦しい展開は覚悟

していました。そして 2 ストップ、3 スティント作戦をとったので

すが、結果論として、その作戦は、あまり良くなかったです

ね。他にも同じ作戦だったチームも結果は良くなかったです

からね。決勝中もソフトタイヤではペースは良かったです。し

かし、3スティント目にソフトに替えてコースインした時にはトッ

プグループのすぐ後ろに入ってしまって、ペースが上がらず、

ラスト 10周で前が開けて、そこで順位を戻せたというところで

す。あと 2 レース残っていますが、どうにかしてミディアムタイ

ヤでペース良く走らないとどうにもならない。Q1 を何とかして

突破しなければ中段前のスターティンググリッドは得られな

い。それが今最大の課題ですね」 

 

 

ニック・キャシディ 37号車ドライバー 

 
 

 

「再び素晴らしいレースができた。開幕戦とは同じではなかっ

たけれど、12番手から 3位表彰台まで順位を上げることがで

きた。前日の予選ではソフトタイヤを装着したら全くグリップを

感じなかったのだけれど、チームが良いセットアップを見つけ

てくれて、決勝日のウォームアップでは信じられないほどマシ

ンが好調だった。燃料満タンの重い車でも素晴らしいペース

で走ることができた。そこで、ミディアムタイヤの周回数を少な

くして、ソフトで勝負する作戦にした。路面がものすごく熱い状

況で、タイヤのパフォーマンスがどこまで持続できるか少し心

配だったけれど、最後までパフォーマンスはよかった。2 戦連

続で 3位となって最高に嬉しい。チャンピオンに向けてこの調

子で突き進みたい」 

 

 

 

 

 



 

VANTELIN TEAM TOM'S 
 

 

 

東條 力 36号車エンジニア 

 

 

 

「後方からのスタートですから、トップグループとは異なる作

戦をとる必要がありました。そこで 2 ストップ作戦だったわけ

ですが、2 スティント目のミディアムタイヤのペースが予想より

も悪くて順位を思うように上げることができませんでした。3 ス

ティント目のソフトでは、最終盤でも 1分 35秒台前半のタイム

で走行できているので、マシン的には問題ないことが証明で

きていますが、とにかく予選 Q1 のミディアムタイヤとのマッチ

ングが良くなくて苦戦しました。Q1 を突破できていれば、ニッ

クと同じ作戦で決勝を戦うことだってできたので、今後も Q1

突破を最重要課題としてがんばります」 

 

 

小枝 正樹 37号車エンジニア 

 
 

 

「予選の後にセッティングを見つめ直し、ここというポイントを

見つけ出すことができました。そして一夜明け走行してみる

と、ハイペースで走ることができました。燃料を満タンにしても

ペースが良かったのでかなり順位をアップできるかなと思って

いました。しかし、実際にはどこまでアップできるかはわから

なかったのですが、ニックが素晴らしいドライブで着実に順位

をアップしてくれて、終盤に連続して順位をあげてくれました。

1 ポイント差ではありますが、ランキングトップになることがで

きました。次戦の岡山も予選ポジションが重要になってくるで

しょう。ミディアムタイヤでのパフォーマンスを何とかアップし

て岡山を迎えたいと思っています」 

 

 

舘 信秀 チーム監督  

 
 

 

「前戦の富士に続いてニックが 3 位表彰台をゲットしてくれ

た。開幕戦の 12 位から優勝というのもチーム力とドライバー

のパフォーマンスに感謝したが、今回も 12位から 3位となれ

てとても嬉しかった。予選でソフトタイヤを装着していきなりグ

リップを失ってしまったセッティングを見直して、決勝に臨み、

素晴らしいソフトタイヤとのマッチングを見出せた。これでラン

キングもトップに立てた。残り 2 戦でもこの調子を維持して

チャンピオン獲得へ突き進みたい。一方の一貴は、2 ストップ

作戦をとったが、スタート順位と同じ 16 位フィニッシュ。単独

で走ることができれば、ラップタイムは良かったと思う。やは

り、スタートポジションが悪いと何ともならないということだ。

セーフティカーが出るかもしれないということを多少は期待し

ていたが、それも無かった。やはり、他力本願ではダメだ。次

戦に期待する」 

 


