
AUTOBACS SUPER GT 2022 series
Round.1 
OKAYAMA GT 300km RACE

開催サーキット：岡山国際サーキット
公式練習／公式予選 : ４月 16 日（土）　　晴れ

決勝レース : ４月 17 日（日）　　晴れ
予選：18 番手　決勝：11 位

４/16（土）  09：20 ～ 11：05（専有 10：45 ～ 10：55）　
天候：晴れ　コース：ドライ

ベストタイム：柳田真孝選手　1'26.481　　井出有治選手   1'26.399　18 番手
■ 公式練習
　2022 年、 純 国 産 に こ だ わ り 上 質

さを求めるカスタマイズパーツブラン

ド『BUSOU』 と、 長 年 SUPER GT

に参戦するレーシングチーム『Drago 

CORSE』がタッグを組み、日産 GT-R 

NISMO GT3 を 投 入 し SUPER GT 

GT300 クラスに挑戦する。ドライバー

には経験豊富な柳田真孝と井出有治のふ

たりが起用され、Drago CORSE の道

上龍監督がチームの指揮を執る充実の体

制のもと、２回行われた公式テストを経

て、開幕戦となる第１戦岡山を迎えた。

　チームは今季ダンロップタイヤを使用

するが、GT-R とダンロップの組み合わ

せは定評があるものの、チームとして使

用するのは初。岡山、富士で行われた２

回の公式テストは、タイヤ特性の習熟と

セットアップが進められていった。かつ

て国内外のトップカテゴリーで活躍した

井出だが、SUPER GT はひさびさの参

戦。また柳田にとっても GT-R は開発

に携わった車両だが、レースで使うのは

2018 年にスポット参戦して以来。ま

た Drago CORSE としても GT-R を使

うのは初めてで、オフのテストでは限ら

れた時間で知識と経験を集めていった。

　迎えた４月 16 日（土）は午前９時

20 分から公式練習が行われた。晴天

のもと、今回新たに BUSOU の花火を

イメージしたカラーリングをまとった

BUSOU raffinee GT-R は、井出がス

テアリングを握りコースイン。18 周目

には１分 26 秒 399 というベストタイ

ムをマークすると、19 周目にピットに

戻り柳田に交代。柳田は専有走行で１分

26 秒 481 を記録し、18 番手で公式

練習を終え、予選、決勝へ準備を進めた。



■ 公式予選

■決勝レース

　公式練習では良好なバランスも見えた

BUSOU raffinee GT-R。迎えた午後２

時からの公式予選 Q1 ではＢ組から Q2

進出を目指した。

　ドライブしたのは柳田。コースイン直

後にクラッシュ車両が出たため一時赤旗

中断となったが、再コースイン後、タイ

ヤをウォームアップさせ６周目にアタッ

クを展開していく。午前の感触から「１

分 25 秒台の真ん中くらいには入れた

い」と語っていた柳田だったが、やはり

セクター２～３でやや苦しい走りに。記

録されたタイムは１分 25 秒 820。想

定よりは遅かったが、それでも８番手に

滑り込んだ……かに思われた。しかし

その７秒後、柳田の古巣でもある #50 

86MC が１分 25 秒 815 をマークし、

柳田をノックアウト。BUSOU raffinee 

GT-R は 0.005 秒足りず、Q2 進出を

逃し、18 番手という予選順位となった。

４/16（土）  　Q1：14：18 ～ 14：41
天候：晴れ　コース：ドライ

ベストタイム：柳田真孝選手　1'25.820（Q1）　18 番手

４/17( 日 )　14：00 ～　天候：晴れ　コース：ドライ
決勝結果：11 位（76 周）

ベストタイム：柳田真孝選手　1'29.020　　井出有治選手   1'28.718

　明けて４月 17 日（日）の決勝日は、

快晴で春の陽気に包まれた。いよいよ

BUSOU Drago CORSE と し て の 最

初のレースがやってきた。午後２時か

らのフォーメーションラップに臨んだ

BUSOU raffinee GT-R のスタートド

ライバーを務めたのは井出だ。

　ひさびさの SUPER GT でのスター

トだった井出だが、まずは無難にオー

プニングラップを終え、18 番手につけ

る。前を行くのは同じ GT-R ＋ダンロッ

プの #11 GT-R だったが、３周目には

ひとつ順位を下げてきた #2 GR86 が

井出の前に。一方、後方からは #360 

GT-R、#60 GR Supra が続いた。

　序盤、井出のラップタイムは悪くない

が、ライバルたちも同様のスピードで順

位は膠着状態。すぐに GT500 クラス

の集団が後方から迫ってくるが、経験豊

富な井出は冷静に集団を先行させると、

前を行くライバルたちは少しずつペース

ダ ウ ン。 逆 に、 井

出はペースが悪く

なく 22 周目に #2 

GR86 を パ ス。 さ

ら に 23 周 目 に は

#50 86MC をかわ

し 16 番手に浮上し

た。この頃になると、

上位陣のなかでも少

しずつピットインし

はじめるマシンが出

は じ め、BUSOU raffinee GT-R の 順

位も少しずつ上がっていった。

　チームでも道上監督を中心にピットイ

ンのタイミングをうかがっていく。燃費、

そして後半スティントを担当する柳田の

タイヤのライフ、近くのピットとのタイ

ミングの兼ね合いなどを検討し、最終的

に隣のピットの #10 GT-R とのタイミ

ングをずらしながら、チームは 33 周目

に井出を呼び戻した。豊富な経験をもつ

Drago CORSE のクルーは、迅速な作

業で柳田を送り出す。後半、柳田はペー

スが苦しい状況ではあったが、前を走る

#55 NSX を追っていった。

　47 周 目 に は #60 GR Supra を 先

行 し、BUSOU raffinee GT-R の 順 位

は 15 番手。さらに上位で争っていた

#88 ランボルギーニのスピンで 14 番

手、ヘアピンでのアクシデントで #96 

RC F が後退すると、13 番手に浮上

する。この #96 RC F のアクシデン

トでフルコースイエローが入るなど、

GT300 は荒れた展開となっていった。

さらに 71 周目、ヘアピンで #7 BMW

が接触されスピン。BUSOU raffinee 

GT-R は 12 番手に上がった。

　柳田は長いスティントのなかでベテ

ランらしくしっかりとタイヤをもたせ、

最終的に 12 位でフィニッシュしたが、

レース後、#7 BMW と接触した #55 

NSX のペナルティで BUSOU raffinee 

GT-R の順位は 11 位に。ポイント獲得

まであとわずかという結果となった。

　とは言え、ポイント獲得、さらに表彰

台を目指すためには、あと一歩のスピー

ドが欲しい。BUSOU Drago CORSE

はまず完走という結果を果たしたことを

喜びつつ、さらなるペースアップという

課題を持ち帰った。



■ 監督／ドライバーコメント

柳田 真孝 Masataka YANAGIDA 井出 有治  Yuji IDE 道上龍監督  Ryo MICHIGAMI

事前の公式テストではもう少しロングラ

ンのペースも速かったのですが、第１戦

は少し遅くなってしまいました。原因は

チームと解明しなければなりません。中

盤戦以降もタイヤがうまく使えていな

いのかペースが上がりませんでしたね。

ずっと単独のレースになってしまいまし

た。ポイントまであとわずかでしたが、

苦しいなりにこういうレースでこそ得点

をしたかったです。僕もピットアウト時

にミスをしたり、ロスもありましたが、

結果的にペースの面で順位は変わらな

かったかもしれません。まずは今回走り

きり、GT-R とダンロップの特性をつか

んだので、次の第２戦はもっと良いレー

スにして、上位争いをしたいですね。

ひさびさの SUPER GT でのスタート

でしたが、かなりバラけていて緊張感が

ないスタートでした（苦笑）。序盤はあ

まりペースを上げることはできませんで

したが、中盤まわりのペースが下がって

きたとき僕は落とさずにいられたので、

何台か抜くことができ 11 号車には迫り

ましたが、それ以上は順位は上げられま

せんでした。一発のタイムはテスト不足

もあり出せませんでしたが、レースでは

チームとしてやれるだけのことをできま

したし、まとめられたのではないでしょ

うか。ミス、アクシデントもありました

が、予選順位を考えればこの結果は自分

たちの力だと思います。第２戦富士まで

にさらにレベルを上げたいですね。

ベテランコンビ、僕を含めてベテラ

ントリオでの（笑）、BUSOU Drago 

CORSE としての初レースとなりました

が、予選 18 番手から順位も上げること

ができました。公式予選ではなかなか一

発のタイムが出せませんでしたが、レー

スには自信をもっていました。ただ、予

選で出ていた傾向が決勝でも少し出てし

まい、その点では合わせ切れませんでし

たね。とはいえこのアクシデントが多い

岡山で、井出選手もひさびさのスタート

をうまくこなしてくれましたし、柳田選

手もしっかり完走まで導いてくれまし

た。僕としてもなるべく情報を伝えるよ

うにしましたし、ふたりともうまくまと

めてくれたのではないでしょうか。
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■ 第１戦リザルト








