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2022 全日本ダートトライアル選手権 第 7 戦 ダートトライアル in タカタ 

Team-KIT 参戦報告書 

        

開催日   2022年 10月1日（土）～ 10月2日（日） 

       場所    テクニックステージタカタ 広島県安芸高田市 

       大会名   ダートトライアル in タカタ 

       主催者   CCN/TTS 

       天気    公開練習：晴れ  決勝：晴れ 



 

はじめに 

 早いもので2022シーズンも最終戦を広島県のテクニックステージタカタで迎えました。今

季はTeam-KITとして新しい取り組みとして新型BRZ-ATでのJD7クラスへの挑戦や佐藤選

手によるATクラス（JD11）への参戦など型にはまらない挑戦を！というコンセプトと将来

を見据え楽しもうという思いで取り組んできました。 

 残念ながら新型での挑戦は勝つことは叶いませんでしたが３度の入賞を達成しましたし、佐

藤選手は１勝をあげ年間２位になれました。 レディースドライバーの小田桐選手も確かな成

長を果たせた一年となりました。 

 今回はタレントで元SKE48メンバーだった梅本まどかさんをスポット起用し大会を少しは

盛り上げる事が出来たと思います。 

 一年を締め括った大会の各選手のレポートに目を通してください 



JD11クラス No6  DL・KIT・BRZ-AT Dr 佐藤
さ と う

秀昭
ひであき

 

 １本目 2′05″954  2位／8台中 

 2本目 2′02″360  2位  1位との差0.948秒 

 

【佐藤秀昭選手よりのレポート】 

 今シーズンは全国各地の会場にＡＴ車の新旧BRZ２台で練習＆テストに行かせていただき

ましたが、タカタにも２週間前に練習する機会を与えていただいており、その際のコースが公

開練習／本番と先日来た時とほぼ一緒だったので練習の成果を出せるように気合を入れて挑む

事となりました。 

 

〇公開練習 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 砂利が少し多めに入れられた路面でしたが、先日ほぼ同じコースを走っていたので迷いもな



くゴールまで車を振り回して走り予定通り？の３番手時計で公開練習を終えました。 

正直あんなに振り回して車の挙動を確認しながら走ったにもかかわらず、上２人とさほど差

が無かったので勝てるぞという気持ちが大きくなり少し自信を持って公開練習を終えることが

出来ました。 ＜１位則信スイフト ２位寺田８６＞ 

 

◆決勝日 

〇決勝1本目 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 前日の公開練習のコースの１か所だけ変えた決勝のコースとなり、そのコーナーはこの２日

間で初走行ということもあり慎重にクリアし前日の公開練習の感覚を活かして車を前に出す運

転を心掛けたのですが、前半の中間タイムで０．７秒足りずトータルでもそのタイム差で２番

手タイムとなり１本目を終えました。 

 

〇決勝2本目 装着タイヤ：DIREZZA 95R 

 1HEAT終了後負けた前半の下見をしっかりし、慣熟歩行でコース全体の路面状況を頭に叩

き込み2HEATに挑みました。 

前半は０．２秒勝っていたらしいのですが後半の何回走ってもうまくいかなかったコーナー

がやっぱり上手くいかずゴールタイムは０．９秒足りず２番手で最終戦を終えることになりま

した。 

 この結果で２０２２年はシリーズ２位となりました。 

ライバルの寺田選手（86）に負けるとシリーズも３位に落ちていた可能性もあるので少し

ほっとしております。 

 全日本のシリーズは終了しましたが、１０月末のＪＡＦカップの参戦もまだありますので残

り１ヶ月も気を引き締めていい結果で２０２２年を締めくくれるように頑張りますのでよろし

くお願いします 

                           佐藤 秀昭 

 

 



JD11クラス No096  DL・KIT・BRZ-AT Dr 小田桐
お だ ぎ り

由
ゆ

季
き

 

 １本目 2′14″829  8位／8台中 

 2本目 2′07″974  8位 ※7位とは0.047秒差（4位と0.828秒差） 

 

【小田桐由季選手よりのレポート】 

【タカタ】 

今までにない強く印象に残る結果となりました。 

４位から最下位までは、ほぼ同タイムという未体験な接戦でした。 

順位は残念ながら最下位の８位となってしまい、終わった今でも複雑な気持ちですが、、、 

７位との差は 0.047 秒 

４位との差は 0.828 秒 

コーナーの多い後半タイムは５位 

高速区間の多い前半タイムは８位 



0.00秒差を争えるほどの土俵に上がれたこと、初めてのコースで後半タイムは佐藤選手と

1 秒しか変わらないので、少しでも成長できたことが皆様に伝われば幸いです。 

今回これが最後のチャンスと考えた上で 経験を全力で活かし全集中して望みましたので、 

自分の中では大きな失敗がなかったと思うと、結果として最下位なのは実力のなさなのだと実

感せざるを得ません。 

 

○公開練習 

スタート早々、ブレーキに石が噛んでしまい大きな異音。 

大会中、初めての経験でしたのでパニックになりタイムも秀昭さんより 11 秒落ちで今まで

にないタイム差が出てしまいました。 

この日の練習では今まで避けてきたサイドブレーキを使うことに挑戦できたので新たなコー

ナリング技が増えたことは、タイムアップの期待も出来てとても新鮮でした。 

サイドブレーキを使いたいと思うきっかけになったのは、小関さんが事前に「タカタは 90

度以上のコーナーがありサイドは必然！サイドブレーキを使えればユキちゃん的にはアクセル

開ける時間が増えると思うのでタイムは確実に上がります！」と私の走りにあったアドバイス

を頂けたのと、先々週のタカタの練習会の様子や動画を報告してくださったおかげで、イメー

ジ出来たからです。 

 

公開練習の走行後は後半区間を見学し、たまたま居合わせた信頼できるスポッター様にコー

ナーの回り方やライン取りをみっちり伝授していただけたので後半のイメージはもうこの公開

練習の後には完璧に近い状態でした。 

 

○決勝 1 本目 

「コースは公開練習と１箇所だけ違うだけだよ、手前のコーナーでなく奥のコーナー回るだけ

だよ」と小関さんが朝にコース図を見てすぐに教えてくださったので、前日と異なる場所を慣

熟歩行中に何度も確認しました。 

前日に走った手前のコーナーはパイロンで塞がれることもなく、ほぼそのままだったので、コ

ースだけでなく 行ってはいけない景色も目に焼き付けました。 



ミスコースした経験が過去にあったので慣熟歩行中、無意識に確認が出来ましたが、その時

の経験がなければ私も間違えていたと思うし、未だに方向感覚はとても難しいです。 

タイムが伸びない原因が自分では分からなかったのですが走りを見てくれていた信頼できる

プロの方に、有り難いアドバイス頂けましたのでなぜそうしてしまうのか原因を考え、自己分

析。 

またお褒め頂けたところもあったのでそこはイメージを壊さずに大きな課題と自分の中での

正解を見つけたので、改善すべきところを動画を見て何度も何度も運転席側からの目線で走り

ました。 

 

○決勝日２本目 

タカタは初めて走るコースということもあり、方向も距離感も分からない！そこも確実に改

善出来たので、自信をもって加速を意識し望んだ結果ほんの僅かな差で８位となりました。 

インカーを確認するとサイドブレーキ技を覚えたからなのかサイドブレーキに手を添えて防

衛万全な体制でした。 

小関さんからもご指摘頂き、やはりドリフト癖は抜けないのとタイムロスに繋がる無駄な操

作となってしまいました。 

このような結果から年間ランキングは残念ながら６位には入れませんでしたが、今の自分に

出来る事を出し尽くした結果なので悔いはありません。 

今までを振り返り去年は２回、全日本戦に初経験で走らせて頂きまして、そこでは JD11

の皆様と同じ土俵に立つことすら出来ず、皆様へ少しでも何かを残せるような体験や経験とい

えるものにはなりませんでした。 

そこで今年は年内いっぱい集中して頑張らせて頂きたい！と思いまして、この日までの 1

戦 1 戦を特に大切にして参りました。 

順番が先走になると最下位を取ってしまう自分に勝つことができず不安や心配が『守りに入

る』運転となっていることは一目瞭然で。 

でも自分をよく知ることでより自分に合った選択ができるようになることも分かりました

し、 走り方の意見も様々で、絶対や正解はなくどんな内容であってもタイムが全てというこ

とも分かりました。 



車も人もそれぞれ個性と得意不得意がありますし、プライドは捨てた分だけ成長し、コース

は未舗装なので臨機応変力も必要です。 

現場を経験することで得る気付きや深さは他にも山ほどありました。 

このような事が皆様と共感出来るようになったのも今回車両を用意してくださった KIT 小

関社長、快く指導してくださった佐藤選手をはじめ、スポンサー各社様、歓迎の声、応援の

声、気に掛けてくださった方々のお陰であり、本当に楽しかったです。 

これまで至らぬ点ばかりだったかと思いますが、無事に最終戦を終えることが出来たこと、

心より感謝しております。 

今後もし何かお役立ち出来ること等があれば 出来ることは協力させて頂きたく思います。 

 

本当に本当にありがとうございました。 

小田桐由季 

 

 

 

 



JD7クラス No52 DL・KIT・BRZ-AT Dr 小関高幸 

 １本目 2′02″119  6位／16台中 

 2本目 2′00″295  6位 ※トップとの差は2.442秒 

 

【小関高幸選手からのレポート】 

早いもので今シーズンも最終戦となるタカタラウンドですが、今回はコース側に大きな変更

として新コーナーが出来たというトピックがありました。 

地元選手から「事前に走っておくべき」と勧められた事もあり、大会 2 週間前にこれまで

で初めてとなる DUNLOP さん主催の走行会と翌日に開催された中国地区戦にも挑んで万全

の準備をして挑みました 

 

 



〇公開練習 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 コースレイアウトはまさかの 2 週間前の中国地区戦と酷似したものでしたので、地区戦で

気になっていた部分への新たなトライをしながらも新コーナーの攻略に意識を集中して走行し

ました。 

 大きなミスもなくタイムもクラス 3 番手と好タイムでしたが、トップの浦上選手と僅差の

竹本選手からは約 2 秒も話されてしまい、チーム計測の区間タイムでも特定区間で大きく遅

れている事が確認出来たので、その部分を決勝でどう攻略するかを悩んでおりました 

 

〇決勝１本目 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

多めの散水もあり砂利が多い事から 74R をチョイスしました。 

今回は Wエントリーの梅本まどか選手がいましたので Wエントリーの待機場所で待ってい

るとアナウンスで「ミスコース」という声が聞こえてきました。 

ちょっと出走前にバタバタしましたが、気持ちを切替えてスタートラインに並ぶと大事件が

発生しました。 D レンジからスポーツシフトにゲートをスライドさせたら停止状態にも関

わらずインジゲーターに『２』の表示が出ました 

3 台出走の慌ただしいスタートラインですので、改善に向けた努力も出来ずにその時がやっ

て来ましたので、諦めてアクセルを開けサイドブレーキを話すともっさりした感じで加速して

いき「やっぱり 2 速だ・・・」と落胆しましたが、気持ちを切らさずに攻め抜きましたが、

途中で 1 速に落としたい場面でも落ちずに立ち上がりでもたつく場面もありました。 

多少イラつきましたが、ゴールタイムはトップと 2.4 秒差の 6 番手でした。 

この差は大きいのですが、駆動系トラブルもあっての差なので気持ちは 2 本目の逆転を信

じて集中する事にしました。 

 

〇決勝２本目 装着タイヤ：DIREZZA 95R 

 10 月とは思えない 30℃を超える気温、少し多めの散水だけど 2 クラス毎に暫定表彰を実

施するスケジュールであること、昨年よりも慣熟歩行の早い段階で散水が実施されたことなど

を総合的に考慮し AT車で挑む気持ちの中でライバル勢が誰も選択はしないであろうスーパ

ードライ路面用の 95R をチョイスしました。 



 この選択には周囲の選手も？？という表情でしたが、ロングコースでの Wエントリーとい

う事も考慮すると 88R よりも 95Rの方が後走のドライバーには有利に働くのではないかと

考えました。 

 梅本選手も 2 本目は無事走りきりスムーズにドライバーチェンジを実施出来ましたので、

気合を最大限まで引き上げてスタートを迎えました。 

 

 懸案の AT ですが、パドックに戻ってからは２速ホールド現象の再現がなかったので「も

う出ない」というなんの根拠もない祈る気持ちだけでしたが、今度は問題なく 1 速でスター

ト出来ました。 

 コース序盤はタイヤのグリップを探りながら苦手なコーナーも無難にクリアしましたが決め

きれずでしたが、公開練習からライバルよりも好タイムな新コース区間を限界まで攻めてクリ

アしましたが、コース全体でタイヤが一番フィットしなかったのもこの区間だったので、少し

タイヤへの不安が芽生えてしまったのもこの区間からでした。 

 迎えた高速 S 字区間は得意なコーナーなのですが、ブレーキングからステアリングを操作

したら「ん？？」と違和感でフロントがイン側に向かってしまい、イン側の土手に乗り上げて

あわや転倒という瞬間を迎えてしまいました。 

 これはタイヤのグリップに順応できなかった自分自身のスキルの不足が招いた結果でした

が、ここでのタイムロスと精神面のバラつきはその後の後半区間にも影響が出てしまい、悔い

の残る 1 本になってしましました。 

 今回はパルク待機が上位 3 台だったこともあり、自分の不甲斐ない走りに下位に沈んでし

まったと意気消沈しておりましたが、クラス最終走者終了後のアナウンスで 6 位に残ってい

たことを聞きホッとしました。 

 

 今季は AT 車での JD7 クラスへの挑戦を決め、出来る限りの練習とセットアップ変更を続

けてきましたが、残念ながら目標とした 1 勝も表彰台も実現は出来ませんでしたが、6 位以

内への入賞 3 回（全 7 戦中）を獲得出来たのは皆様のご協力とご理解があってこそですので

本当に感謝しております。 



 AT 車でのこの 2 年の挑戦は新たな可能性を周囲に示すには十分な成果を達成できたと自

負しておりまし、この流れは近い将来のダートトライアル界では普通の事になると信じており

ます。 

 

 Team-KIT としても 2 台の AT 車という初の取組みでしたが、佐藤選手はシリーズ 2 位に

入り FR-AT の可能性がまだまだある事を証明出来ました。 小田桐選手もドリフト出身の女

性ドライバーが努力と頑張りで充分に戦えることも証明できたと思います。 

 スポットで参戦した兼松選手（恋の浦）と梅本選手（タカタ）もダートラ界には一石を投じ

た試みになったと思いますし、少しはダートトライアルという競技の知名度アップにも貢献で

きたと思います。 

 

 多くの企業様に Team-KIT の活動に賛同いただきご協力をいただきましたが、今後も新し

い事に挑戦する気持ちを持ちながら、楽しむ気持ちも忘れずに取り組んでいきたいと思います

ので、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④のストレートエンドが今回の新コーナー部分（とにかく高速です） 

ポスト⑥のターンで佐藤選手は攻略できずに勝ちを逃しました 

 

小関選手があわや転倒だったのはスタート正面のS字コーナーです 



 

JD7 リザルト 

現状では完璧に走っても3位が精一杯だったと思います 

 



 

JD11 リザルト 

 

４位以下８位までの接戦度合いが凄かったです 

 



 

本大会のTeam-KITメンバー 

 

右より 

JD7 小関高幸 

JD7 梅本まどか 

JD11 小田切由季 

JD11 佐藤秀昭 



 

今回最大のNEWSは梅本まどかさんの全日本ダートトライアル選手権への挑戦 

 

昨年のタカタラウンドに参戦予定でしたがコロナ感染拡大で大会が延期した影響で参戦が叶

わずに今季の今庄とタカタへの挑戦を企画しましたが、今庄では不受理となり今回ようやく実

現となりました。 

梅本さんの知名度と発信力でダートトライルという競技をひとりでも多くの方に知っていた

だける機会になればというのが起用した最大の理由です。 梅本さんもその部分は理解をして

いる中でも走る事は大好きな元気な彼女なので、事前練習では元気に走行していたのですが、

初めてのタカタはハードルが高かったようで心から楽しめるというレベルには至らなかったよ

うで少し残念です。 

 

しかし、多くの選手や関係者も梅本さんの挑戦を暖かく迎えていただけたので、本当にあり

がとうございました。 

また機会あればまどかちゃんには再挑戦をしてもらおうと思っております。 



 

DUNLOP×ピンクリボン運動 

お世話になっているダンロップさんが賛同しているピンクリボン活動に賛同し、ダンロップ

タイヤユーザーは特別仕様のピンク仕様ステッカーを貼って走りました 

 



 

 

広島と言えばお好み焼きですので、みんなでその地の味を堪能しました。 

こうした食を楽しむのも全国を転戦する楽しみのひとつです 



 

 

まどかちゃんと新型BRZ 



★Team-KIT の 2023 年の活動★ 

 2023 年も全日本ダートトライアル選手権への挑戦は継続したいと思います。 

 この報告書を書いている時点ではどのような体制でどのような布陣で挑戦するかは未決定と

なりますが、残念は決定もあります 

 

 2021 年中盤から挑戦を始めた小田切由季選手が今回のタカタラウンドを持ってダートト

ライアルへの挑戦を一旦休止する決断に至りました。 今回もコンマ差の争いが出来るまでの

成長を示していたので残念な事ですが、本人のレポートを読んでいただければやり切った気持

ちの方が大きいようで、元々取り組んでいたドリフトの方にシフトする事になりました。 

 これでダートラを辞めてしまう訳ではないとの事なので、復活の際にはまた応援してくださ

い。 

 

 佐藤選手は JD11クラスでの継続参戦を強く望んでおります。 FF-AT に勝てる自信を

抱いてもう一年挑戦を続けたいとの事です。 

 

 小関は 2019 年を最後になっている 4WD 改造車（GVB）での復帰を目指しておりますが

今季実現できなかった MT-86/BRZ勢に対しての 1 勝（又は表彰台）という心残りもある

ので、もう少しだけ悩みたいと思います。 

 

 協力いただいている皆様には改めてご連絡をさせていただきますので、どうか来年度も継続

的なサポートをご検討ください 
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