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Yogibo NSX GT3 [GT300 class]
Ryo Michigami
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Qualify : 15th
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All Photograph by @shotamura

力走みせるも得点まであとわずか。今季最終戦を締めくくる
土曜公式練習／公式予選

Saturday Report

レースの舞台は富士スピードウェイ。すでに

タイヤをウォームアップさせアタックを展開。1

５月に一度レースを戦っており、密山祥吾も多

分 36 秒 054 を記録し、翌周もアタックを実施。

くの経験をもつコースだ。Yogibo NSX GT3 は

これが功を奏し、１分 35 秒 991 にタイムを上

11 月 27 日（土）の午前９時にスタートした公

げ８番手へ。見事 Q2 の密山に繋いだ。

式練習で、まずは道上龍がステアリングを握り

そんな密山は、今回タイムも好調で、予選に

コースイン。セットアップを行っていく。フィ

向け期するものがあった。ただコースインする

ーリングは悪くはないが、高速コーナーでのオ

と、前を走るジェントルマンドライバーのマシ

ーバーステアがあり、タイムロスがみられた。

ンがタイヤを温めるのに集中しすぎ、密山のこ

19 周を走り密山に交代した後も、オーバーステ

とが見えていない。前走車がいる状態では良い

ア改善のセット変更を行っていったが、この改

アタックはできない。それでも間隔をとりタイ

2021 年から SUPER GT への挑戦を開始した

良を行うと低速コーナーが逆に厳しくなってし

ヤをなんとか温めアタックに入るが、西日が厳

Yogibo Drago CORSE の冒険も、シーズン最終戦

まう。専有走行後のフルコースイエロー訓練で

しいなか、コカ・コーラ・コーナーで１台がス

となる第８戦を迎えた。レースを重ねるごとに歯

再度道上が確認し、最終的にコンディションの

ピンしてしまっていたのだ。安全のため減速を

車が噛み合い始め、その力をみせてきた Yogibo

変化も見越し、セット戻すことを決断した。

強いられたが、その間に後続車に巻き込まれ、

NSX GT3 にとっても、一年の総決算となるレー

ベテランならではの判断は、午後２時 30 分か

ふたたび間隔を作ろうとするも無情のチェッカ

スだ。今回は参戦する全車のサクセスウエイトも

らの公式予選 Q1 で活かされる。Ａ組から出走し

ーが。密山は満足にアタックができないまま、

ゼロとなり、その力が試されるレースと言える。

た道上は、厳しい冷え込みのなか４周を費やし

15 番手で終える悔しい予選となってしまった。

Sunday Report

日曜 決勝レース

順位を上げることに成功した。あと２台かわせ
ば待望のポイント圏内だ。今シーズンを良い形
で終えるためにも、また来季に向けても貴重な
１点を持ち帰りたい。道上はチェッカーへ向け、
奮闘を続けていた。
そんななか、レース終盤までピットインを引
っ張っていた #9 フェラーリが少しずつ順位を落
としてきた。道上とのペースは段違いで、この
ままいけば抜けるかもしれない……。そんな希
望を持ち始めたころ、残り 10 周が近づくころに
なると、30 周近くを走っていた Yogibo NSX
GT3 のタイヤが悲鳴を上げ始めた。50 周目に首
位を走っていた #52 GR Supra が、54 周目には
３番手を走っていた #88 ランボルギーニがタイ
ヤトラブルで後退しついに 10 番手に浮上する
も、道上もまたペースが鈍りはじめ、一度は抜
いた #10 GT-R が接近。56 周目にオーバーテイ
クを許してしまう。
これで 11 番手となった Yogibo NSX GT3 だ
やや悔しい結果に終わった予選日から一夜明

のために使った柔らかめのタイヤ。11 月らしい

が、さらに今度は、トラブルに見舞われたタイ

け、11 月 28 日（日）の富士スピードウェイには、

冷え込みのなか、少しずつフロントタイヤが厳

ヤを交換した #52 GR Supra が後方から急接近す

快晴にも誘われ３万 5300 人ものファンが訪れ

しくなりはじめていった。そのためチームは、

る。残り３周というタイミングであまりに違う

た。午後１時、大観衆が見守るなか、決勝レー

ミニマムとなる 20 周を終え密山をピットに戻

ペースのまま先行を許すと 12 番手。最後は #9

スのフォーメーションラップが始まった。スタ

し、作業の後、道上にステアリングを託し

フェラーリをかわし 11 番手に戻したが、そこで

ートドライバーは、今回も密山が務めた。

Yogibo NSX GT3 をコースに送り出した。

チェッカー。コクピットの道上は悔しい声を無

15 番手からスタートを切った密山は、グリッ

決勝レースを見据えた硬めのタイヤを履いた

ドから TGR コーナーへ向けイン側のラインをと

道上はペースも良く、早めのピットインが結果

りターンインしていく。ただ、大混戦のなかで

的にアンダーカットになり、道上は 12 番手へと

でも悔しさを味わえるのは、上位を戦う手ごた

の位置取りで前に詰まってしまった密山は、ア

ポジションを上げていた。

えがあったからこそだ。１年を通じて戦える集

ウト側から襲いかかるライバルの前に５ポジシ

好ペースのままレース後半戦を戦う道上は、

ョンダウン。さらに２周目もふたつ順位を下げ

41 周目に #10 GT-R をパス。これで 12 番手に

てしまった。しかし、その後はペースを取り戻
すと、ライバルのアクシデントやペナルティに
も助けられ順位を戻していく。
レースは密山が７周目に入ったところで、
GT500 のアクシデント、GT300 でのアクシデン
トの処理のためにセーフティカーランとなる。
リスタート後は #10 GT-R とバトルを展開する
など熱いレースを繰り広げていたが、密山が履
いているタイヤは、公式予選でのタイムアップ

線で飛ばした。
ポイントには惜しくも届かなかったが、それ

団に成長した Yogibo Drago CORSE は、こうし
て 2021 年シーズンを締めくくった。

■ 芳賀美里監督コメント

misato_SUPERGT

2021 年シーズンの最終戦ということでなんとか

たが、私自身としても、
SUPER GT に戻ってくるこ

良い結果をと思っていましたが、ポイント獲得ま

とができた大きな一年になりました。道上選手に

であと少しでしたね。でも道上選手のレース後半

はたくさん教えていただくこともありましたし、

の追い上げは、胸に迫るものがありました。しか

多くのことを勉強することができました。レース

し同じ富士での第２戦よりはチーム力が格段に

においては、チーム力の大切さを痛感することが

上がったことを実感しましたし、まるで別のレー

できましたし、勝つためにしっかりとチームを作

スを観ているようでしたね。今季、まったくの異

り上げる大切さを、監督としても感じることがで

業種だった Yogibo が SUPER GT に参戦し、

き田と思います。今年一年、Yogibo Drago CORSE

Drago CORSE とジョイントすることができまし

にご声援をいただき、ありがとうございました。

■ドライバーコメント
道上 龍 選手

ファンの皆さん、１年間ご声援ありがとうござ

めのタイヤで長いスティントを走りましたが、

いました。最終戦なので良い結果で終わりたい

残り 10 周くらいで苦しくなり、順位を落とし

と思いましたが、走り出しから NSX GT3 勢全体

11 位となりました。踏ん張りきれず残念です

の調子が良くなく、チームとクルマを改善し、

が、クルマとしては良かったです。１年間なか

予選でも唯一 Q1 を突破できたので良かったで

なか良いレースができませんでしたが、予選で

す。レースでは、密山選手が柔らかめのタイヤ

も Q1 突破を数多くすることもできました。進

でいき、フロントが厳しくなったので、僕が硬

化を感じられた１年だったと思います。

密山祥吾 選手

Information

Ryo_Michigami

MitsuyamaShogo

スタートを担当させていただきましたが、イン

ごく頑張ってくれたので、もう少し序盤で良い

側に場所取りをしたらその場所が悪く、アウト

位置にいたらポイントも獲れたかもしれません

側から多くのマシンに抜かれてしまったのは残

ね。この１年、ひさびさに SUPER GT に参戦さ

念です。何が起きたのか分からないくらいでち

せていただき、改めてすごく勉強になりました

ょっと驚きました（苦笑）。予選で使った柔らか

し、このレースのレベルの高さを痛感しました。

めのタイヤだったのでフロントが厳しくなり、

もしまた来年出られるようなことがあれば、心

道上選手に交代しましたが、道上選手が後半す

機一転でまだ頑張ってみたいと思います。

密山選手の100戦を表彰
『グレーデッドドライバー』に

SUPER GT第８戦富士の決勝日、参戦100戦

けていただき、４年ぶりにSUPER GTに復帰

を迎えたドライバーを表彰するセレモニーが

することができ、100戦を迎えられ本当に感

行われ、第４戦で達成した密山が『グレーデ

謝しています」と密山は挨拶。Yogibo NSX

ッドドライバー』として他３名とともに表彰

GT3のカラーをあしらった大きな花束と記念

を受けた。「ここまで来るのに20年もかかっ

のトロフィーを受け取り、スタンドに詰めか

てしまいました。今季はYogiboさんに声をか

けたファンからの大きな声援に応えた。

