
AUTOBACS SUPER GT 2022 series
Round.3 
たかのこのホテル SUZUKA GT 300km RACE

開催サーキット：鈴鹿サーキット
公式練習／公式予選 : ５月 28 日（土）　　晴れ

決勝レース : ５月 29 日（日）　　晴れ
予選：21 番手　決勝：６位

５/28（土）  09：30 ～ 11：15（専有 10：55 ～ 11：05）　
天候：晴れ　コース：ドライ

ベストタイム：柳田真孝選手　1'59.619　　井出有治選手   1'59.463　20 番手
■ 公式練習
　新たな体制となってわずか２戦めと

なるゴールデンウイークの第２戦富士

で、荒れたレース展開を勝ち抜き２位表

彰台を獲得。喜びに包まれた BUSOU 

Drago CORSE は、その勢いをさらに

繋げるべく、５月 28 日（土）からの

第３戦鈴鹿に臨んだ。コース特性は富士

とはまったく異なるコースだが、日産

GT-R にとっては決してそこまで不利な

コースではない。

　準備を整え迎えた予選日。直前に行

われた FIA-F4 の予選で赤旗が出た影

響から、５分遅れの午前９時 30 分か

ら行われた公式練習は、気温 26℃と初

夏の陽気のもとで迎えることになった。

BUSOU raffinee GT-R は井出有治か

らステアリングを握りコースインする

と、５周目に１分 59 秒 463 というタ

イムをマークする。ただ、鈴鹿は富士と

は異なり、路面からの入力が大きい。「ニ

ュータイヤで負けているところが多く、

自分たちがダメだったところが顕著に出

た」となかなか富士のようにいかない。

井出はセットアップを進めつつ、17 周

を走り柳田真孝に交代した。

　柳田もセットを進めつつ、走行終了間

際には１分 59 秒 619 というタイムを

マーク。ただ、やはり「富士で合ってい

たものが鈴鹿には合わない。ここに合わ

せなければならないものが、合っていな

い印象です」とやはりタイムを伸ばすこ

とができずにいた。

　終わってみれば、BUSOU raffinee 

GT-R の公式練習での順位は 20 番手。

公式練習では GT-R 勢が全体的に苦し

い状況だったが、まずは Q1 突破を目

指すべく、セットアップを進めていった。



■ 公式予選

■決勝レース

　 午 前 の 公 式 練 習 を 経 て、BUSOU 

Drago CORSE は午後２時 45 分から

の公式予選 Q1 に向け、井出をアタッ

カーに据えることになった。公式練習の

タイムでは井出の方が良いものが出てい

たが、それでも午前の印象からすると、

やはり Q1 突破には高い壁がある。そ

れでも井出は Q1 のＡ組で３周目にア

タックを展開すると、１分 58 秒 348

というタイムをマークした。

　ただ、やはりライバル勢が速い。終わっ

てみれば BUSOU raffinee GT-R の順

位は 11 番手。Q2 進出を果たすことは

できなかった。

「セットアップを変更して、良くなって

はいました。ただ、それでは足りません

でしたね」と井出。同じGT-R＋ダンロッ

プでもライバルは速く、まだまだポテン

シャルを上げなければならないことを見

せつけられる結果となった。

５/28（土）  　Q1：14：45 ～ 14：55　
天候：晴れ　コース：ドライ

ベストタイム：井出有治選手（Q1）　1'58.348　21 番手

５/29( 日 )　14：45 ～　天候：晴れ　コース：ドライ
決勝結果：６位（48 周）

ベストタイム：柳田真孝選手　2'01.917　 井出有治選手   2'02.389

　予選日も初夏の陽気だった鈴鹿だった

が、迎えた５月 29 日（日）の決勝日は

さらに暑さが増し、気温 30 度を超える

暑さのなか決勝レースを迎えた。ウォー

ムアップ時のアクシデントで 15 分遅れ

の午後２時 45 分にスタートされたレー

スは、路面温度も高く、マネージメント

も重要と思われた。

　前日の予選では鈴鹿の“洗礼”を浴

びた BUSOU raffinee GT-R は 21 番

手からスタートを切ったが、もともと

GT-R がもつレースペースの良さを活か

し、井出が序盤から快進撃を続けていく。

　１周目にふたつ順位を上げた井出は、

フルコースイエローが入った直後の２

周目に #9 フェラーリ、４周目に #52 

GR Supra をパス。17 番手に順位を上

げる。さらに、#18 NSX GT3 のクラッ

シュで導入されたセーフティカーの後に

もどんどんと順位を上げていくが、さら

に 15 周を過ぎた後には上位陣でもピッ

トインを行うマシン

が現れはじめると、

ついにポイント圏内

まで順位が上がり、

さらに井出の前がど

んどんと開けていっ

た。途中、クールスー

ツの装置から白煙が

上がることもあった

が、すぐに収まった

のは幸い。井出はベ

テランの技でしっかりとタイヤマネージ

メントを行いながらラップを刻み、ライ

バルのピットインに合わせさらに順位

は上昇。24 周目には２番手まで浮上し

ピットイン。柳田に BUSOU raffinee 

GT-R のステアリングを託した。

　チームは井出の頑張りに応え、迅速な

作業でタイヤ交換と給油を行うと、柳田

を送り出す。コースに戻ると順位は 11

番手。他車の後退で 29 周目には 10 番

手まで浮上した。作戦はズバリ的中し、

ついにポイントを争う順位となった。

　今回の鈴鹿はアクシデントも多く、フ

ルコースイエローやセーフティカーが多

いレースとなったが、33 周目には柳田

の前を走っていた #11 GT-R がストッ

プ。さらに 36 周目には、フルコースイ

エロー導入のタイミングで６番手だった

#244 GR Supra がクラッシュ。これ

で順位は８番手となり、レースはセーフ

ティカーランとなった。

　40 周目、レースはリスタートを迎

えるが、柳田の前方には #30 GR86、

#60 GR Supra が現れ、３台によるバ

トルとなっていく。このなかで、まず柳

田はまず #60 GR Supra を 42 周目に

かわしていくが、その前の #30 GR86

は非常に苦しいペースながら、チームの

地元だけに粘りの戦いをみせていた。

　しかし 47 周目、GT500 のトップ

が後方から迫るタイミングで、柳田は

#30 GR86 をオーバーテイク。そのま

まチェッカーを受けた。結果は６位。チー

ム力、そしてベテランふたりのいぶし銀

の走りで、21 番手から 15 ポジション

アップでレースを締めくくることになっ

た。これで２戦連続ポイント獲得で、ラ

ンキングも６位となっている。次戦はふ

たたび表彰台を得た地、富士が舞台だ。



■ 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

レース序盤から井出選手の調子も良さそ

うで、ピットもすごく早かったので、争っ

ていた２台の間に入れました。その後も

ペースは淡々としていたのですが、後半

落ちてくるライバルもいるのかな……と

思っていたらそのとおりになりました

ね。チームもすごく頑張ってくれました

し、下位から追い上げられ良かったです。

ポイントが獲れれば上出来くらいに思っ

ていたので。最後、みんながタイヤが厳

しくなっているなかでも、自分たちの経

験でカバーできたのかな、と思っていま

す。２戦連続ポイント獲得ですが、もち

ろん課題もありましたし、次戦に向け良

いデータも獲れました。そのあたりも含

めさらに取り組んでいきたいですね。

富士のときもそうでしたが、レースペー

スは自信があったので、アクシデントや

ミスに気をつけながら、うまくポジショ

ンを上げられました。柳田選手にできる

限り良いかたちで渡したかったのでタイ

ヤマネージメントをしながら、良い形で

バトンを引き継げたと思っています。予

選の時点ではポイントを獲れれば……く

らいに思っていたのですが、アクシデン

ト等も多く、そのなかでミスをせず走り

きった結果が６位ということで、その点

は素直に喜びたいですね。ただマシンバ

ランスの悪さが鈴鹿では顕著に出たの

で、そこはしっかり改善し、次回鈴鹿に

来たときにもっと良い状態にもっていけ

るよう、頑張っていきたいと思います。

序盤から井出選手が次々と順位を上げて

くれましたし、ペースも良かったです。

周囲がピットインするなかで前が開け、

オーバーカットを狙いましたが、ピット

インを引っ張ることもでき、さらに交代

して柳田選手に代わってからトップ 10

くらいには上がることができましたね。

残り２周くらいでさらに先行する車両に

も近づき、うまくかわし６位まで上がる

ことができました。持ち込みの状態から

アジャストし、予選までは苦しかったも

のの、レースでは良いだろうと思ってい

たら、ふたりのドライバーがしっかりマ

ネージメントし、乗りこなしてくれまし

た。途中トラブルもありましたが、無傷

でポイントも獲得できて良かったです。
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■ 第３戦リザルト








