
AUTOBACS SUPER GT 2022 series
Round.2 
FAV HOTEL FUJI GT 450km RACE

開催サーキット：富士スピードウェイ
公式練習／公式予選 : ５月３日（火・祝）　　晴れ

決勝レース : ５月４日（水・祝）　　晴れ
予選：４番手　決勝：２位

５/ ３（火・祝）  09：00 ～ 10：45（専有 10：25 ～ 10：35）　
天候：晴れ　コース：ドライ

ベストタイム：柳田真孝選手　1'36.313　　井出有治選手   1'36.409　７番手
■ 公式練習
　さまざまな困難を乗りこえ、迎えた

開幕戦の岡山ではポイントまであとわ

ずかというレースを展開した BUSOU 

Drago CORSE。１ヶ月ほどのインタ

ーバルで迎えた第２戦は、ゴールデンウ

イークの一戦で、シーズンを通じても最

も大きな盛り上がりをみせる富士スピー

ドウェイでのレースだ。今季、新たな装

いで挑む BUSOU raffinee GT-R を存

分にアピールしたい一戦とも言える。

　前日には雨も降り、冷え込んだ富士ス

ピードウェイだが、迎えた走行初日とな

る５月３日（火・祝）の富士は晴天。午

前９時からスタートした公式練習では、

まずは井出有治からステアリングを握り

コースインし、BUSOU raffinee GT-R

のセットアップを進めていった。第１戦

岡山ではレースペースはあったものの、

トップクラスのスピードではなかった

が、そこは柳田真孝と井出、そして道上

龍監督、伊与木仁エンジニアという経験

豊富な体制がある。井出はコクピットで

第２戦までに改良を進めたセットアップ

に手ごたえを感じていた。また今回は、

ダンロップタイヤのパフォーマンスが非

常 に 高 い。BUSOU raffinee GT-R は

上位で公式練習を進めていった。

　赤旗中断等はないまま井出は 16 周

目には１分 36 秒 409 という好タイム

をマークし 21 周を走り柳田に交代。柳

田も BUSOU raffinee GT-R に大きな

パフォーマンスを感じ、周回を進めてい

った。終盤、専有走行の時間帯にはニ

ュータイヤを下ろすことなく、１分 36

秒 313 をマーク。最終的に BUSOU 

raffinee GT-R は７番手と、好結果で締

めくくることになった。



■ 公式予選

■決勝レース

　午前に好感触を得ていた BUSOU 

Drago CORSE は、第１戦では実現で

きなかった公式予選 Q2 進出に向け、

戦略を練った。公式練習では７番手だ

が、GT300 クラスの Q2 には合計 16

台が進出できる。チームは公式練習から

大きくタイムを上げる車両があるとして

も、公式練習での井出の速さをもって

すれば Q2 進出は十二分に可能と判断。

井出に Q1 を任せる作戦に出た。

　井出はその期待に応え、午後３時に

スタートしたＡ組に出走すると、念入

りにタイヤをウォームアップ。５周目

に１分 36 秒 210 をマークし、見事２

番手で Q2 進出を果たす。Q2 を担うこ

とになった柳田も、井出の頑張りに応

え Q2 で１分 35 秒 367 という好タイ

ムを記録。見事４番手につけてみせた。

Drago CORSE にとっても予選最上位

で、チームは大きな喜びに沸いた。

５/ ３（火・祝）  　Q1：15：00 ～ 15：10　Q2：15：53 ～ 16：03
天候：晴れ　コース：ドライ

ベストタイム：柳田真孝選手　1'35.367（Q2）　井出有治選手（Q1）　1'36.210　４番手

５/ ４( 水・祝 )　14：30 ～　天候：晴れ　コース：ドライ
決勝結果：２位（58 周）

ベストタイム：柳田真孝選手　1'37.451　 井出有治選手   1'37.642

　コロナ禍の人数制限も撤廃され、ひさ

びさに４万 4000 人ものファンが詰め

かけた５月４日（水・祝）の富士スピー

ドウェイ。風はあるものの、朝から晴天

に恵まれるなか、午後２時 30 分から

の決勝レースを迎えた。スタートドライ

バーを務めたのは柳田だ。

　公式予選まで好フィーリングを得て

いた BUSOU raffinee GT-R だが、柳

田は前日から慎重な姿勢を示していた。

今回初めて開催される 450km という

レース距離はまったく読めず、決勝でど

んなパフォーマンスがみせられるのか、

予想ができなかった。柳田は慎重に４番

手を守りながらレースを進め、３番手に

つける #96 RC F を追いながら、タイ

ヤをセーブしていった。

　そんな柳田のレース運びが繋がり、

15 周目にはペースが鈍り始めた #96 

RC F をオーバーテイク。柳田は３番手

へと浮上する。今回のレースは 450km

というレース距離

で、かつ２回の給油

義務があり、下位ス

タ ー ト の GT300

規定車両たちは、早

めにピットインを行

う“ 奇 策 ” を と っ

てくるが、BUSOU 

raffinee GT-R は

ペースも悪くないこ

と、 ま た GT-R の

燃費からも、いわゆる“正攻法”が戦略

となる。柳田は１周目にトップに立った、

同じ GT-R ＋ダンロップの組み合わせ

となる #10 GT-R を追いつつ、30 周

までラップを重ね、井出に交代した。

　序盤にピットインし、アンダーカッ

トを行ってきたライバルたち、さらに

BUSOU raffinee GT-R よりもピット

インを引っ張った陣営とポジションが入

り乱れるなか、序盤はクリーンだった

レースが急激に荒れ始めた。35 周目、

#9 フェラーリと #55 NSX GT3 が接

触。さらに 38 周目、アドバン・コーナー

の進入で #22 メルセデス AMG が単独

で姿勢を乱し、タイヤバリアに激しくク

ラッシュ。レースはフルコースイエロー

導入の後、セーフティカーランとなった。

さらにその後、バリアの補修に重機の導

入が必要として、レースは午後４時 01

分に赤旗中断となった。

　作業は迅速に行われ、レースは午後４

時 25 分、セーフティカー先導のもと

再開される。序盤２番手を走っていた

#61 BRZ がピットストップを行って

いたことから、BUSOU raffinee GT-R

は２番手でレースを進めることになる

が、GT500 が 59 周目に入ろうかとい

うタイミングで、大きなクラッシュが発

生。サーキットに戦慄が走った。

　クラッシュのためストレートのガード

レールも大きく破損し、レースは即座に

赤旗中断。その修復にも時間がかかり、

レースがセーフティカーランで再開され

たのは、最大延長時間まで 10 分という

時間。そのままセーフティカー先導のも

と、給油義務回数も撤廃されチェッカー

を迎えた。井出は２位でフィニッシュ。

BUSOU Drago CORSE となってから

の新体制に初表彰台をもたらした。



■ 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

予選から好調だったとは言え、決勝でど

うなるかは分からなかったのですが、伊

与木エンジニア、道上監督からのアドバ

イスもあり、序盤しっかりタイヤをセー

ブして戦いました。最終的に #96 RC 

F をパスできましたし、こうして２位と

いう結果を残すことができて本当に嬉し

いです。チームも苦労を続けながら開幕

まで準備をしてくれましたが、そのなか

でも 100 パーセントのクルマを用意し

てくれました。とはいえ結果がこんなに

も早く実るとは思いませんでしたけど

ね。次戦の鈴鹿は決して GT-R にとっ

て得意なコースではありませんが、チー

ムの経験を活かして、また上位を目指し

て頑張っていきたいです。

良い意味で予定外の結果ですね（笑）。

富士は GT-R に合っているコースです

し、今回のレースでは、ダンロップさん

もトップ４を独占と、タイヤとクルマに

合っていたことに助けられた印象です。

正直、セットアップも感触としては６～

７割とまだ満足できていないので、次戦

の鈴鹿は苦労する可能性もありますね。

今回はラッキーだったととらえ、課題を

繋げしっかりと次戦に行きたいと思っ

ています。SUPER GT での表彰台は、

GT300 では 21 年前に柳田選手と立っ

た以来です（笑）。とはいえ柳田選手の

速さ、チームの頑張りがこうして結果に

つながり、チームにとっても大きな表彰

台になったと思います。

走り出しから好感触で、公式予選で選ん

だ柔らかめのタイヤも功を奏しました。

またレースのピットのタイミングも良

かったですし、柳田選手が序盤順位を上

げてくれたことも、この結果に繋がった

のだと思います。周囲と作戦が異なる面

もありましたが、柳田選手も井出選手も

ずっとペースが良く、実質トップを追う

レースとなっていました。終盤、井出選

手が 10 号車との差を詰められる可能性

もあったのですが、赤旗もありそれは実

現できずでした。しかし２位という結果

で、チームとしては最高位です。ダンロッ

プさんも富士に合ったタイヤを作ってく

れました。ドライバーもミスなく走って

くれましたし、良かったですね。
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