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4月の開幕戦から1ヶ月半のイ
ンターバルで迎えた「Vitzレー
ス関西シリーズ第2戦」。

今回の舞台は今期のF1日本GP開催に向け大改
修工事が行われ、この4月にリニューアルオープン
を迎えたばかりの鈴鹿サーキット。そういった事も
重なった為か、このVitzレース第2戦には45台も
のマシンがエントリー。FNやSGT等のビックレー
スとの併催ではないものの、Vitzパドックは開幕
戦以上の賑わいを見せる事となった。そんな中今
回のチームテイクオーは昨年から参戦の國島選
手に加え福田和行選手もエントリー。初の2台体
制でレースウィークを迎える事となった。
 
そして初日土曜日の公式予選。この日の鈴鹿は雨
が降ったり止んだりの難しい天候に見舞われ、
Vitzレースの予選はライン上はドライ、そこを外せ
ばハーフウェットという難しいコンディションで行わ
れる事となった。その中チームテイクオーの2台は
積極的にアタックを敢行していく。まずは今回の
レースが人生初レースとなった福田選手。
初めての練習走行の時点から國島選手に迫るタ
イムを記録し、それを見た國島選手からは「ちょっ

とは気ぃ使えよ。。。」というコメントまで頂いた福
田選手。しかし5日前の練習走行ではスピン～ク
ラッシュによりマシンを破損。マシンの修復はこの
レースウィークに間に合ったものの、やはりこの事
が影響したか、福田選手は「自分では良い走りが
出来てた気がするのに・・・」というコメントながら、
マークしたタイムは3’07”804。初公式セッション
で「レース本番の難しさ」という洗礼を受け、45台
中の44番手に沈むこととなった。これに対し2年目
の貫禄を見せたのが國島選手。昨年までは予選
最後列を中々抜け出すことが出来なかったが、こ
のセッションでは難コンディションをものともせず
2’59”503をマーク。堂々の39番グリッドを確保し
てみせた。
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一夜明け迎えた決勝日。今回
のVitzクラスは決勝時間が
12：25～といつもに比べゆと

りのあるスケジュール。その分緊張する時間が多
いという事にはなるものの、ここは両ドライバー共
に平静を装い雰囲気は和やかムードに。そしてい
よいよ迎えた決勝のスタート。ピットを後にしグリッ
ドに着いたマシンには、こちらも今回がデビューと
なる「第2代テイクオーサーキットレディ」となった
「あゆ＆アミ」が花を添える。そんな

グリッド上、片や開幕戦同様グリッド
上で落ち着いた表情を見せる國島選手に対し、
若干緊張気味の福田選手。両ドライバーはそれ
ぞれスタート後の展開をイメージしながらシグナル
消灯の時を待つ。そして1周のフォーメーション
ラップの後迎えた注目のスタート。するとこのス
タートで両ドライバーは共にまずまずの動きを見
せる。スタートと同時に飛び出した國島選手、福
田選手両選手は、共に1コーナーまでに数台のマ
シンをオーバーテイク。その後1コーナーの混戦で
わずかにポジションを落としたものの、オープニン

グラップを手堅く終え、國島選手38番手、福田選
手43番手でコントロールラインを通過、2周目へと
入って行く。

ところがこの後、両選手の明暗はくっきりと分かれ
ることとなる。2周目は両選手共にポジションを
キープ、迎えた3周目。なんと東コースセクションを
終えヘアピンに差し掛かった國島選手がエンジン
にトラブルにより突如スローダウン。福田選手はこ
の間に國島選手を交わし42番手にポジションアッ
プ。対して國島選手はその後も何とか走行を続け
たものの、ここで大きくポジションを落とす事に
なってしまう。この後はレース中盤過ぎに前方集
団でクラッシュ等があった事等で両選手のポジ
ションがそれぞれ上がったものの、福田選手は初
レースで練習走行までのようなペースを保てず、
國島選手もエンジンに不調をきたしたままでは
ペースを上げることが出来ず、結局レースはその
ままの位置でチェッカーを迎える事となった。
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最終的に41番手（福田選
手）、43番手（國島選手）で
レースを終了する事となった

テイクオーの2台。次戦は初夏の7月、場所は同じ
くここ鈴鹿サーキットでの開催となる。インターバ
ルは1か月強もあり、その間には数回の練習走行
も行える。はてさて、ここでの練習を経て福田選
手が一気に開花するか？　はたまた先輩國島選
手の逆襲となるか？？　チームテイクオーは続く第
3戦に向けても多くの興味を残しつつ、今回の第
2戦を無事終了する事となった。

開幕戦に比べサイドストーリーも豊富だった今回
の第2戦。まずは「メインレース」の300Km耐久
レースにPEACE MOTOR SPORTSの木村一
郎選手がシビックで参戦。3ドライバー3スティント
のレース中の2スティント目を担当、完全にライフ
の終わったタイヤで好走を演じ、チームの3位表
彰台獲得に大きく貢献。「表彰式、自分の番まで

待つのめんどくさいわぁ。。。」と言いながらも、シャ
ンパンファイトでは満面の笑みを披露した。
更にこの300Km耐久レースのスタート前グリッド
上には、

直前に行われたVitzレースでお披
露目となった第2代テイクオーサーキットレディの
二人も登場。身内のカメ●小僧達の熱い視線に
耐えつつ、堂々とした面持ちでサーキットレディと
しての役目を全うして見せた。
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前戦岡山で行方不明となっていた「偽國島選手」。こちらは今回
その姿が確認されなかったものの、一部情報筋からの証言により
容疑者が浮上。同時に「次になりきる獲物を物色してる」という情
報も流れたため、容疑者として浮上したH氏を密かにマーク。しか
し、H氏は意味もなく福田選手のマシンに乗り込み狸寝入りを決
め込む等怪しい動きは見せたものの、今回はそれ以上に目立った
動きを見せず。「次のターゲットは福田選手かあゆ＆アミか」とも言
われていたが、結局捕獲は次戦以降に持ち越されることとなった。

お ま け
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福田選手のコメント
今回ヴィッツレースに初参戦（関西シリーズ第二戦）を完走しました。
参戦前のアクシデント（テストでのクラッシュ）予選まで4日しかない
なかチームの方々に御迷惑をお掛けしました。
チームテイクオーのサポートが無ければ初参戦は無理でした。
 レース予選、決勝は、まったく緊張
 はありませんでしたがテストでの
 後遺症（精神的、車的）で特に
 『S字、逆バンク、130R』では
 思い切ってアクセルを踏
 み切れませんでした。
 次戦鈴鹿では、結果を
 残せるようプッシュ！
 プッシュです！
 1つでも前にいきます。
 応援、サポート宜しく
 お願いします。

福田

國島選手のコメント
今年度初の鈴鹿での
関西シリーズ第二戦！
新たに『＃31福田』が参戦により、レース前
の緊張感は和らいだものの『負けるわけには
いかない！』と言うプレッシャー
もあり気合を入れてのぞみました。
予選では過去最高のポジション！！

しかしベストタイムの3秒落ち！！
決勝ではいいスタートをきれましたが
シフトミスでエンジンの調子を悪くして
しまい結果は無残な最下位
　　　　　　　　・・・・悔しいです（涙）

次戦はフォーミュラニッポンのサポートレースです。
また公約以上のグリッドをめだして頑張りますので
応援宜しくお願いします。
 國島

Result


