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2022 全日本ダートトライアル選手権 第６戦 スーパートライアル in 今庄 

Team-KIT 参戦報告書 

        

開催日   2022年 ９月３日（土）～ ９月４日（日） 

       場所    オートパーク今庄 福井県南越前町 

       大会名   スーパートライアル in 今庄 

       主催者   チームシャレット 

       天気    公開練習：晴れ  決勝：晴れ時々曇り 



JD11クラス No12  DL・KIT・BRZ-AT Dr 佐藤秀昭 

 １本目 1′39″087  2位／7台中 

 2本目 1′37″784  4位 

 

【佐藤秀昭選手よりのレポート】 

 AT車チャレンジの第６戦は福井県のオートパーク今庄で気になっていた天気は予想に反し

て２日間好天に恵まれ、気温は高かったものの最高のダートラ日和となりました。 

 

〇公開練習 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 大会前に２回ほど練習に来ていたため路面とタイヤのマッチングを感じ取ればいいかなと軽

く考えていたらコース図を見てびっくり、こんなところに土手の切れ目あったかな？ここ走っ

たことあったかな？というところが数か所あり、当然決勝も似た所を使うだろうということで



しっかりコースをみて真剣に攻めて走ったのですが、ギクシャクしたところもありコンマ差の

クラス２番手となりました。 

 

◆決勝日 

決勝当日は朝から気温が高く集中力が途切れそうなのでテントからあまり動かず参考にすべ

き選手の走りだけをみて自分が冷静に走行できるように過ごしました。 

 

〇決勝1本目 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 予想通り初めて走るコーナーもあり前日の公開練習と同様ギクシャクしたところがありトッ

プタイムの選手が入れ替わりコンマ差の２番手タイムになりました。 

 

〇決勝2本目 装着タイヤ：DIREZZA 95R 

 路面も好転しタイムアップが望める状況になったので、逆転を目指し今季本番でははじめて

ダンロップさんのＤＺ９５Ｒを装着し気合を入れてひとつひとつのコーナーを丁寧にタイムの

出る走りを心がけて走行していたのですが、コース中盤に差し掛かったところで今までＡＴ車

を乗っていて犯したことのないミスをしてしまいタイムロスをしてしまいました。 

結果２本目のタイムは４番手となりその結果が最終リザルトになりました。 

 中間まではトップとも大きく差はなかったみたいなので、自分のミスで勝てる可能性があっ

たイベントで勝てなかったのはかなり悔いが残ってしまいました。 

 次戦までに少し時間があるのでＡＴ車の癖をもう少し体に叩き込み最終戦では優勝して今シ

ーズンを締めくくれるようにがんばりますのでよろしくお願いします。 

 

                           佐藤 秀昭 

 

 

 



JD11クラス No096  DL・KIT・BRZ-AT Dr 小田桐由季 

 １本目 1′44″365  8位／8台中 

 2本目 １′39″881  8位 ※クラス最下位／7位とは1.1秒差 

 

【小田桐由季選手よりのレポート】 

【今庄】 

先月号のプレイドライブ誌掲載のおかげで反響がありまして、ダートトライアルに興味をも

ってくれる方や、会場に足を運べなくてもライブ配信やリザルト速報で確認し、応援してくだ

さる方が増えたので、想像以上の反響に私自身も驚いております。 

KITservice 様を通し、皆様とダートトライアルを盛り上げるために微力ながらお役に立ち

たい想いでしたので少しでも協力できたことが嬉しいです。 

また色々気にかけていただいてくださったり、親身に接してくださったりと、とても嬉しく

思います。 

いつも本当にありがとうございます。 



○公開練習 

今回も先走でしたので 無事に完走し佐藤選手に必ず繋げることをまず第 1 に考えた上でし

っかりアクセルを踏んでいくことを意識しました。 

前回の今庄の反省はオーバースピードでタイムロスしたことなので、そこには特に気をつけ

イメージの組み立てが出来るようにと挑みました。 

今庄はコースが広くないので ミスコースしないよう集中し、オーバースピード注意のとこ

ろは慣熟歩行中に小関社長や佐藤選手にしっかりと教えて頂けたので特に気をつけて走行しま

したが、コーナーで膨らんでしまったりと失敗はありましたが、トップとのタイム差が 4.1

秒と今まで経験させて頂いてきた中で 1 番タイムを縮めることができたので 決勝にむけてミ

スを減らして行きたいと思い、小関さんの走行車内動画を参考にしながら次の日にむけてイメ

ージしていきました。 

 

○決勝 1 本目 

走行開始からすぐのスタートですので、慣熟歩行からイメージの組み立てと心の準備の早さ

が重要でした。 

昨日の公開練習とレイアウトが似ていたので比較的素早く準備が出来たと思います。 

路面が公開練習より荒れている様子だったのと走行前の散水があるのでオーバースピードや

滑ることを配慮しました。 

タイム差は縮まらず 自分の何がダメだったのか分からず 佐藤選手の走りと比較してみた

ら、 オーバースピードを配慮しすぎていたので全体的にもう少しスピードを高めてみても大

丈夫かもしれないと思い、次に向けて全クラスの見学をしました。 

 

○決勝日２本目 

路面は安定してそうでしたので とにかく加速することだけを考えて走りましたが 最後まで

も加速してしまったのでゴール手前で、かなりふらついてしまいました。 

皆様とタイム差があまりないのでその失敗がなければ…と最下位なことを本当に悔しく思い

ます。 

嬉しい結果をご報告することができず申し訳ございません。 



始めて今庄を走らせて頂いたときは ライバルの方々とは約 5 秒も差がつき飛び抜けて最下

位でした。 

その後もライバルの方々は今庄のコースをかなり走り込まれていたようで不安でしたが 今

回は 1 秒わずかの差でしたので最下位はとても悔しいですが、経験が身について成長してき

たのが目に見えて分かり、これは最終戦の自信に活かしたいと強く思いました。 

そして年間の総合ランキングで 少しでも上位に入り 2022 年を締めくくれるよう今までの

自分の走りを総合して見直し、望みたいと思います。 

ラスト 1 戦、今の自分にできることを出し尽くし精一杯努力させて頂きます。 

よろしくお願いします。 

 

小田桐由季 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JD7クラス No46 DL・KIT・BRZ-AT Dr 小関高幸 

 １本目 1′39″267  10位／15台中 

 2本目 １′34″094  7位 ※トップとの差は1.5秒 

 

【小関高幸選手からのレポート】 

切谷内から約 2 ヶ月という長いインターバルで迎えた第 6 戦ですが、このインターバル期

間中に今庄に 2 回、丸和に 1 回、門前に 1 回、EBISU に 2 回と今季投入した新型 BRZ を

更に熟成すべくサスペンションのセット見直しを主体にして十分なテストをして大会を迎える

事になりました。 

当初は JD11 での出走を予定しておりましたが、締切り間際に初志貫徹という思いで MT

勢と戦う JD7 への申込みに変更しました。 

 



〇公開練習 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 コースレイアウトは 7 月末に参加した近畿地区戦 in 今庄に酷似したものでしたので、その

日をイメージしながら慣熟歩行して車両セットもその日と同じでリラックスして走りました。 

 様子見でしたので順位を気にする事もなくイメージに近い走りが出来ましたが、明日に向け

て気になるのは「散水」の量と質となります 

 

〇決勝１本目 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

例年比としては決勝日としてはフラットではない路面が顔を出している今庄ですが、前日未

明から一定量降った雨の影響で悩ましい路面となりました。 

個人的には超硬質路用の 95R でのアタックを想定し慣熟歩行前には履き替えたのですが、

メディアの方や選手から「無謀だ」「男の選択だ」と揶揄われておりました。 

慣熟歩行時も気持ちは変わらなかったのですが走り終えた佐藤選手から「無理だ」と言わ

れ、佐藤選手より遅く走行した JD9 クラスの選手にも「まだ路面ぐちょぐちょですよ」と言

われたので、緊急でタイヤを 74R に変更してアタックしました。 

タイヤの変更は正解だったのですが、本番の力みが出てしまったようで車両からのインフォ

メーションを的確に受け止められない心境にあり、想定とは異なる走りをする事数か所、、、

その中でペナルティーにはならないイン側のパイロンを大きくヒットしてパイロンを移動して

しまった影響で、後続が競技中断＆再出走と迷惑を掛けてしまいました。 

同じトラブルが JD7 クラスだけでも 3 回あったので、シードゼッケンが走る頃には路面は

完全ドライになってしまいトップとは 4 秒もの差を作られてしまいましたが、参考にならな

い路面違いでしたので気にすることなく気持ちの整理をしました。 

 

〇決勝２本目 装着タイヤ：DIREZZA 95R 

 天候も安定しており当初予報よりも気温も高く本当に辛い 1 日になりましたが、ドライ路

面を走りたかったので、この暑さを味方にしようと喜んで過ごしておりました。 

 いよいよ 95R を装着してのアタックですが、派手な走りは封印しても踏み抜くところは常

に全開をイメージしてスタートしました。 



 コース序盤の下りストレートエンドのブレーキングをバッチリ決めてコーナー進入から立ち

上がりに向け加速するとまさかの「赤旗提示」で競技中断 

 2 台前の選手がゴール後に転倒という珍しい状況になっていたそうですが、この再出走を活

かすか殺すかは自身の集中力なので先程よりも気持ちを切替えて再アタックしました。 

 前半からイメージに近い走りが出来たのですが、今回の勝負の分かれ目になった右フルター

ンコーナーの１つ手前の高速左コーナー進入で「ここは全開！」という意識が強すぎたよう

で、進入後の減速コーナーでの処理がワンテンポ遅れてしまい、AT 車の特性を考慮すると致

命的な失速をやらかしてしまいました。 

 その直前の中間計測ではトップと 0.3 秒差の 4 位/15 台中だったそうですが、中間～ゴー

ルの後半ではトップから 1.4 秒差だったというので最終リザルトのトップと 1.5 秒差を考え

ると本当に悔やんでも悔やみきれない 1 コーナーとなりました。 

 

 結果として前戦切谷内と変わらぬトップと 1.5 秒差でしたが、大きなミスでこのタイム差

でしたので、インターバル期間中のセット変更は確実に車両のポテンシャルを活かす方向には

向かっていると思っております。 

 次戦が最終戦となりましたが、タカタは高速コースとなりますので AT 車でも MT 車に十

分に喰らいついていけると考えておりますので、まずは気持ちで負けないように全開走行で楽

しく走るというベースとなる部分を忘れずに走りたいと思います。 

 

 引き続き Team-KIT のご支援をよろしくお願いいたします 

小関高幸 

 

 

 

 

 



 

本大会決勝コース 

ポスト②の8の字セクションは地元中部の方も驚きの設定 

ポスト④へのS字も難しかったです 

 

小関選手が失敗したのはポスト④裏側の右フルターンです 



 

JD7 リザルト 

上位勢とのタイム差は確実に少なくなっております 



 

 

JD11 表彰式 

則信選手は5勝目で満点チャンピオンに 



 

Wエントリーの佐藤／小田桐



 

本大会より大助かりなサポートが！ 

埼玉県の加藤商事さん所有の4台積み積載車で運搬頂ける事になりました 

 

カッコいいし、雨に濡れない 

積込みはこれまでの約倍の時間掛かりますが、移動中が大型車が快適です 

当社の積載車は暫くは全日本戦はお休みです 

サービスカーVIANOと2台体制でタカタにも行きます！ 

 

 

 

 



次戦は10月1日－2日のテクニックステージタカタ（広島県安芸高田市）となります 

残念ながら今庄では不受理になってしまいましたが、梅本まどか選手が再挑戦します 

 

 JD11 佐藤秀昭／小田桐由季 旧型BRZ-AT 

 JD7 小関高幸／梅本まどか 新型BRZ-AT 

 

以上の４名2台の体制で参戦いたします ※下線部が変更点 

 

 



梅本まどか選手は元SKE48メンバーでチームリーダーも務めた事もあり、現在は全日本ラ

リー選手権にコドライバーとして参加している現役タレントさんです。 

ダートラ経験はほぼありませんが、ダートラの知名度向上に少しでも貢献し、併せて今秋開

催のラリージャパンのPRにも繋がればという私なりの考えで昨年最終戦から温めていた企画

です。 

今庄ラウンドでは残念な不受理でしたが、最終戦は無事受理されることを願っております 

引き続き、ご支援をよろしくお願いいたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔｅａｍ－ＫＩＴ（有限会社ケー・アイ・テー・サービスカンパニー） 

代表 小関高幸 

〒373-0024 群馬県太田市上小林町 128-2 

Tel 0276-26-0381 E-mail info@kit-service.jp 

Web : http://www.kit-service.com/ 
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