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2017年4月8・9日、FIA-F4 JAPANESE CHAMPIONSHIPが岡山国際サーキットにて開幕した。 
今期のFIA-F4は年間エントリー33台。その他各大会のスポット参戦チームも合わせると40台近いライバルとの争いになり例年通りの激戦
必至のレースになるだろう。 
 
3年目を迎える今期は、朝日ターボを新加入として迎え、昨年に引き続き加藤潤平を継続し、2台体制で2017年に臨む。 
レースウィーク、全チーム集まる木曜日からの公式セッションに備え、朝日ターボは火曜日の最終セッションから走りだし、加藤潤平は水曜
日の朝からの走り出し、テスト走行、マシンセットアップを進めた。 
 
このレースウィークの岡山県の天気は、練習走行から雨が降ったりやんだり、路面もウェットからドライ、またウェットと、各セッションごとに
天候も気温も変わり、マシンセットアップ、データの収集、コンディションに合わせるドライバーの技量向上にと、忙しいテスト走行が続いた。 
 
朝日ターボは、ここ岡山では、オフの富士でのテストと真逆のバランスで、特に抜きどころの多い後半セクションが伸びず、金曜までの走行
で、途中車両のトラブルや不安定な天候に振り回され、本人の理想のフィーリングと異なり、全体のトップタイムから約１秒ほど遅れ、苦しい
状況が続いたが、金曜日最後のセッションでは路面がハーフウェトと難しいコンディションではトップと遜色ないレベルで走れていた。 
 
加藤潤平は、練習走行は本人のドライビングアジャストを集中して詰めていき、それに応じて少しづつセットアップも試していった。 
その中でも、練習走行終盤には、時折トップ１０内のタイムも刻み始め、予選に向けて準備を整えていった。 
 

 
◇開催日：4月8日（土）・9日（日） ◇開催地：岡山国際サーキット  

◇入場者数：8日（土）17,300人 9日（日）27,000人 計44,300人 ◇参加台数：34台 
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予選はレインコンディション。 
前日の午後から降り始めた雨が朝方まで続き路面はウェット。 
ただ、予選始まる2時間前に雨は止み、乾くかと思われた路面は直前まで乾かず、タイヤはウェットタイヤで走行開始になる。 
 
早朝8時からの予選はFIA-F4ならではの時間。若手ドライバーが早朝から自分自身のコンディションもどのように整えたかにも少なからず
タイムに影響してくる。 
また、FIA-F4は、この1回の予選で、ファステストラップが、第1戦のグリッド順位、セカンドベストタイムが第2戦のグリッド順位となる為、2回
のベストタイムを刻む必要がある。それだけに、短い時間の中で他者とのスペース、そして集中力の持続が求められる。 
 
雨は止み、水たまりもはけ、急速に路面状態も良くなりつつある中予定通りの時間から予選アタックが始まる。この難しいコンディションの
中、全車コースインしていく。 
 
＃17：朝日ターボ 
予選開始後、しっかりアタックができるようにスペースを作って１周目からアタックしていく。 
ただ、2周目から路面温度が想定より高くなりタイヤのタレを感じ3周目にタイヤを冷やすためにクールダウンを入れる。 
その際にコースアウトの車両が現れ予選中断の赤旗が提示され、ピットに戻ってくる。その際にドライバーとチームの連携がうまくとれず
に、気温が上昇していく中セット変更できないまま行くことに。朝日曰く、「再スタート後は時間が少なかったのもありピットに入らずアタック
して冷やしてのタイムアタックとなりました。アタック時のスペースはまったく問題なくいい間隔でアタックはできたが、タイヤの内圧が上がり
過ぎてしまいました。」とコメント。２２位で終了した。 
 
＃18：加藤潤平 
走行直前にブレーキトラブルが発生してしまい、予選開始５分遅れでコースイン。加藤曰く、「残り２５分間の中、事前の練習走行でも、雨
のタイムは悪くなく、自分でもいいタイムが出ると確信を持っていました。 
しかし、メンタルなのか焦りなのか思うような走り、そして走っている時のタイヤの内圧の状況を判断するよりも、とにかくタイムを出すこと
に頭が一杯になっていました。また、同じ状況になってしまった時は、冷静さと色々な状況を把握していこうと思います。 
二度の失敗はしないようにします。」とコメント。結果２６位で終了した。 
 
この難しいコンディションにマシントラブルとマシンセットアップと、ドライビング両方をチームもドライバーも合わせきることが出来なかった
のがこの予選の課題。チームとしてはドライバーに的確に指示を出し、状況判断のスピード、精度を上げる必要がある。 
この予選の課題を確実にデータ化し、同じ失敗を繰り返すことの無く、ドライバーに結果を出させてあげられなかったことが反省すべき予
選だった。 
 
以上、ドライが予想される午後からの決勝に向けて切り替えて、早速決勝への準備が始まる。 
 
 
 

予選                ◇日時：4月8日（土）8：10～8：40 ◇天候：曇 ◇路面：レイン  
                    ◇予選結果：#17:朝日ターボ 第1戦:22位 第2戦:22位 
                             #18:加藤 潤平   第1戦:26位 第2戦:26位 

ヴァンガード  まるは  EIcars F110 & ATEAM Buzz Racing F110  
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決勝１（第1戦） ◇日時：4月8日（土）13：50～15LAP ◇天候：曇 ◇路面：ドライ  
                                  ◇決勝１（第1戦）結果：#17:朝日ターボ：13位 
                           #18:加藤 潤平  ：16位     

予選とは打って変わり、コンディションはドライ。 
目まぐるしく変わる天候に、チーム全体が試されているかのようだ。 
 
時刻は13：50分。予定通りの時間に決勝のフォーメーションラップが始まる。34台出走中、後方の２２番手、２６番手から抜きどころの無い
この岡山国際サーキットのスタートに緊張が高まる。シグナルレッドからブラックアウト。15周の決勝スタート。 
 
＃17朝日ターボ 
金曜までに試せなかったドライセッティングで今後のレースのデータをとるレースセッティングで走る。 
このスタート位置から上位進出は厳しく、気持ちを切り替えて当たらず完走して車のデータを取ることに専念する。 
スタートは決まり、１コーナーまでに２台、２コーナーでも１台、オープニングラップで１８番までジャンプアップ。前半はとてもペースが良く、
特に前で争っていたため、ダブルへアピンで毎周仕掛ける。 
４周目までに１４番までジャンプアップ。少し単独になり前の６台いる集団に追いつける勢いでポイント圏内にいけると期待したが、後半に
なってから練習から悩んでいたマシンバランスの症状が出始め、ペースを上げれずタイムを維持するので精一杯の状態に。特にコース後
半セクションでマシンバランスが厳しく、ラスト３周は前半区間もかなりペースダウンしてしまう。 
結果１４位から順位を上げることができず、１４位でゴール。 
レース後半のバランスが解消されず苦しい展開だった。1台ペナルティーがあり正式結果は13位。 
 
＃18加藤潤平 
決勝は後方の２６位スタートで、スタートの混乱に巻き込まれないよう注意して、フォーメーションラップでうまくタイヤを温めスタートをして
いく。スタートが決まり無事に1コーナーをクリアしていく。その後マシンセットアップも前半よりも後半に安定してくるバランスで、1台づつ確
実に前車を抜いていく。周回を重ねるごとにバトルを展開しはじめる。 
ラップタイムもバトルをしながらも、そのまた前車との間隔を縮めながら安定したタイムを刻む。 
前半より後半にかけて少しずつペースが上がってくるようなレースだった。 
トップグループのマシンが1分32秒2というファステストラップを記録する中、毎周バトルをしながら1分33秒1のタイムで周回し、15番手のマ
シンの背後に迫るもチェッカー。 
10台をパスし、最終的に16位のリザルト。決して良い結果では無いものの、チームとして有益なデータを残せたレースだった。 
 
翌日は日曜日の決勝２、第２戦。またしても天候が不安定の中、スタッフ全力で第2戦に向けて準備を進める。 
内容の良いレースにチームの士気も上がり、翌日のレースも1つでも順位が上がることを期待する。 
 
 
 

 
 

ヴァンガード  まるは  EIcars F110 & ATEAM Buzz Racing F110  
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決勝2（第2戦）        ◇日時：4月9日（日）9：05～15LAP ◇天候：曇 ◇路面：レイン  
                                         ◇決勝2（第2戦）結果：#17:朝日ターボ：21位 
                                                                                                #18:加藤 潤平  ：14位 

朝6：45分、サーキット入り。 
前夜の夜から降り始めた雨の影響で、サーキットは雨は止んで雲空の隙間から薄日も差してはいるものの依然コースは濡れている。9：
05から始まる決勝に向けてタイヤ選択を悩む。 
 
各チーム、決勝ぎりぎりまでタイヤ選択を決めかね、ドライタイヤとレインタイヤの両方をマシン脇に準備はしているものの、マシンにタイ
ヤは付いていない。 
そしてマシンをグリッドに移動する時間。他チームのほとんどがレインタイヤを選択する中、我がチームのドライバーはグリッドに行く試走
の1周はドライタイヤを希望。意向を尊重しドライで出走するも、グリッドに戻ってくる頃にレインと判断しグリッド上でタイヤを交換する。1台
のみドライタイヤのマシンがいるが残り全車はレインタイヤのスタート。 
 
＃17朝日ターボ 
金曜日のハーフウェットでの良い感覚もあり、スリックタイヤで行けるとの思いからスリックタイヤでコースを確認。 
グリッドでタイヤを決める方向でのコースイン。路面は実際走ってみると思ったより乾いておらずレインタイヤの溝が少ないユーズドタイヤ
を選択する。 
スタートは前日の決勝と同様うまく決まり１コーナーまでに２台をパス。しかしここからアドウッドコーナーに差し掛かった時際に、周りよりタ
イヤの温まりが悪く、抜き返されオープニングラップからペースが上がらない。２周目以降もタイヤが温まらず前についていけない苦しい
状態が続く。 
後続車ともペースが違い逆にパスされ始める。３周目にクラッシュ車両の回収のためにセーフティーカーが入る。SC３周走行後再スタート。
その後も全くタイヤが温まらず、何も抵抗ができない。色々乗り方で試し、途中ヘアピンで行き過ぎてコースアウトをするが、それからも
コース上ではタイムが上がる方法は見つからず、２１位でゴール。 
この決勝に関しては全てがかみ合わず、解決策が見つからないまま終了したレースだった。 
 
＃18加藤潤平 
朝日ターボと同じく、スリックでコースイン。同じくグリッドでレインタイヤに変更した。 
加藤潤平のタイヤは、ニュータイヤ１セッション練習で走行したやや深溝タイヤを選択しスタートする。 
スタートは第１レース以上にうまくいき、ポジションが少しずつ上がっていく。 
セーフティーカー明けの再スタート後も順調に周回を重ねる。 
後半から中盤に前方のマシンに追いつき、周回を重ねるごとに確実にパスをしていき順位を上げてくる。レインコンディションの走りを掴ん
だのか、ラップタイムも安定したタイムで走行。最後は12台を抜き14位でフィニッシュ。また内容は良いレースをしたと思うが、レースは結
果。順位だ。 
 
２台とも予選での順位が悔やまれる。互いに違うアプローチでレースウィークに臨みレースを終えた。課題は予選でいかに前に行くか。 
次戦の富士大会では予選シミュレーションを徹底し、2レースともトップ10に入り、まずは入賞を目指したい。 
 
 
 
 
 

ヴァンガード  まるは EIcars F110 & ATEAM Buzz Racing F110  
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◇#17 Driver：朝日ターボ コメント 

今回の開幕戦は多くの課題があり、チーム内でのコミュ
ニケーションと時間がない中でのセットアップなどの対処
の遅れが多く、自分自身のドライビングもブレていて正直、
今回はコース上での発見が多く見つけられなかったです。 

 

レース後にドライバーチームともに改善しなければいけ
ないことが多くわかりました。 

 

開幕からこれだけつまずくとは思わなかったですし、考え
がとても甘かったです。 

次のレースは約２週間後とすぐにきてしまいます。この短
い期間でできるだけ１つ１つクリアにしていきたいと思い
ます。 

  

スポンサー様をはじめ、チーム、応援していただいた
方々には今回の結果は本当に申し訳ない気持ちでいっ
ぱいです。 

 

今回の結果を今時点での実力というのをしっかり受け入
れ次戦富士大会には改善できるように努めていきます。 

応援してくださった方々ありがとうございました。 

 

ヴァンガード  まるは EIcars F110 & ATEAM Buzz Racing F110  

#17:朝日ターボ 

1994年2月25日生 愛知県名古屋市出身 
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◇#18 Driver：加藤潤平 コメント 

このレースウィークは水曜日から走行開始と、たくさんの練習とセッ
ティングを合わせられる時間がありました。 

 

しかし、水曜日、木曜日の前半の練習では、自分自身にこんな動き
のマシンに乗りたいという明確なイメージがうまくまとまらず、練習時
にセットもうまく伝えることが出来ずにいました。 

そんな中、後半はまとまってきて、予選前日の練習ではうまく噛み合
い始め、マシンも決まりつつありトップ10圏内のタイムも出せて、手ご
たえもありました。 

 

予選は軽いマシントラブルも発生しましたが、それよりもコンディショ
ンにうまく対応しきれず悔しい予選でした。 

 

決勝は2レースとも順位を上げて、タイムも悪くなく、マシンも自分に
も速さのポテンシャルを感じています。 

 

次戦の富士は自分が速さを引き出せれば、もっと上の順位が見えて
いるので、今からしっかり準備を整え、次戦では絶対に入賞するよう
全力で頑張ります。 

 

いつも応援いただける皆様、ありがとうございます。 

富士大会では必ず入賞します。引き続き応援いただけますよう、よろ
しくお願い申し上げます。 

ヴァンガード  まるは EIcars F110 & ATEAM Buzz Racing F110  

#18:加藤潤平 

1998年6月10日生 東京都八王子出身 
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◇チーム代表：長谷川謙一 コメント 

まずは、今期もFIA-F4選手権にチームとして参戦できます。何よりも、

スポンサー様をはじめ、関係者様各位、多くの皆様のご協賛、応援
があってこそ、またこの舞台に立てております。 

本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 

岡山大会は一言で悔しいレースとなりました。 

応援いただいております、多くの皆様に申し訳ない気持ちで一杯で
す。 

そんな簡単ではないことは重々承知の上ですが、もう少し上の順位
を獲得できる自信と実力はあると思っております。 

 

チーム全体としても開幕戦ということもあり、スタッフ全員少し緊張気
味でした。落ち着いていつものように行えば問題ないことも少し時間
がかかったり等、チーム全体の課題も見えた開幕戦でした。 

 

レース本番の開幕戦でチーム全体の課題が見えたことは、私達に
とって早期改善、改革をする、そういった意味ではとても内容の濃い
レースだったと思っています。 

ただ、レースは結果が全て、甘えを許さず、早急に対策して次戦に臨
みます。 

 

さて、レースは天気に翻弄されたレースでした。もちろん条件は他の
チームの皆さんも一緒ですが、バタバタしてしまいました。ドライバー
の意見ももちろん重要ですが、まだまだこれからの経験の浅い子た
ちですので、チームが彼らを引っ張っていき、自信をつけさせてあげ
て、良い環境を作ってあげたいです。 

 

それが出来たら間違いなくトップグループについていくことが出来る
実力はあると思います。 

次戦富士は、ドライバーも含めチーム全体の課題を克服し、応援い
ただいている皆さんに良い報告が出来るように頑張ります。引き続き、
応援よろしくお願い致します。 

 

 

ヴァンガード  まるは EIcars F110 & ATEAM Buzz Racing F110  

 
  ◆Buzz International株式会社 
    代表取締役 長谷川謙一   

 

〒463-0025 名古屋市守山区元郷2丁目1309 

Tel:052-725-8336   Fax:052-725-8466 

Mobile:090-8550-6222 

Mail : ken@buzzinternational.co.jp 

           info@buzz-international.com 

HP            : http://www.buzz-international.com 

Facebook : http://www.facebook.com/buzzken 

Facebook : http://www.facebook.com/ateambuzz 

Facebook : http://www.facebook.com/buzzinternational 

Twitter      : http://twitter.com/kenichihasegawa 

Blog          : http://ameblo.jp/buzz-int/ 

Campany 
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  ◇FIA-F4選手権【第1戦 決勝】岡山大会MOVE 

https://www.youtube.com/watch?v=_jxgnZOW6kg  

  ◇FIA-F4選手権【第2戦 決勝】岡山大会MOVE 

https://www.youtube.com/watch?v=z2HY96MfshU  

  ◇FIA-F4選手権【第１戦 正式結果表】 
     決勝：http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦決勝.pdf  

     予選：http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦予選.pdf  

  ◇FIA-F4選手権【第2戦 正式結果表】 
  決勝：http://fiaf4.jp/files/IMG_20170409_0001.pdf  

      予選：http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第2戦予選.pdf  

MOVE 

RESULTS 

PARTNER 

#17：朝日ターボ #18：加藤潤平 

ヴァンガード  まるは EIcars F110 & ATEAM Buzz Racing F110  

https://www.youtube.com/watch?v=_jxgnZOW6kg
https://www.youtube.com/watch?v=z2HY96MfshU
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦決勝.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦決勝.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦決勝.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦決勝.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦決勝.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第1戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170409_0001.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第2戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第2戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第2戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第2戦予選.pdf
http://fiaf4.jp/files/IMG_20170408_第2戦予選.pdf

