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暖かな日差しに包まれた2010
年4月25日 Vitz Race開幕。
この日岡山国際サーキットで

開催されたOKAYAMAチャレンジカップレース第
2戦の併催レースとして、チームテイクオーにとっ
て3シーズン目のスタートとなる

Net's Cup Vitz Race 関西シリーズ開幕戦が行
われた。
 
今回のレースにテイクオーからエントリーしたのは
昨年と同じく＃808國島信保選手と#31福田和
行選手。チームメイトでもありながら、一番身近な
ライバルとしても切磋琢磨を続ける両選手にとっ
て、この開幕戦はレースリザルトと共に「チームメ
イトに勝つ」事も大きな意味を持つ。そんなそれぞ

れの思惑を抱え迎えた公
式予選セッション。定刻通りの9:45にピットロード
がオープンとなると、各マシンは一斉にコースイン
～続 と々アタックラップへと入っていく。

There is not the 

       back anymoreThere is not the 

       back anymore
國島・福田
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ここでまずタイムを刻んできた
のは國島選手。計測3周目の
アタックラップで前半セクター

をこの日の自己ベストタイムでまとめてくる。ところ
が後半セクションに入ったところで後ろから来たマ
シンにラインを奪われわずかにタイムロス。それで
もこのラップで2分6秒台まであと一歩の
2'07"054をマーク、福田選手に先行するペース
で計測4周目へと入っていく。しかしこのラップも
コースオフしたマシンがいたため黄旗が出されタイ
ムアップはならず。今イチ波に乗れないままセッ
ション時間が過ぎていく。するとこれを横目に淡々
とペースを上げ

てきたのが福田選手。福田
選手はこのセッション最後のアタックラップとなっ
た7周目で自己ベストタイムー2'06"365ーをマー

ク。國島選手のタイムを0.7秒上回り29番手につ
ける。一方國島選手は計測3周目以降は結局タイ
ムを更新することが出来ず、最終的に福田選手
の後ろ、30番手でこの予選を終了する事となっ
た。

「ビリになることよりもチームメイト
に負ける事の方がイヤ！（＞＜）」と公言する國島
選手、対してあまり口には出さないが恐らく同じ事
を考えているであろう福田選手。この両者の争い
は、奇しくも１ポジション差の決勝スタートという形
で幕を開ける事となった。
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迎えた注目のスタート。今年
のテイクオースターティンググ
リッドにはサーキットレディなら

ぬ「サーキットキッズ」の國島マコっちゃんが登場。
すると、この力強い声援を背に國島選手

が素晴らしいスタートを切って見せる。シグナル
グリーン点灯と同時に勢いよくグリッドを飛び出す
と、何と1コーナーまでのストレート

上で3台
をパス。1コーナーではイン側のラインにつけてい
た1台にポジションを譲ったものの、この時点で2
つポジションを上げる事に成功する。一方、「ス
タートのシグナル見てなかった・・・（＾ ；^）」という
まさかの理由で大きく出遅れた福田選手。しかし
福田選手も1コーナー～2コーナー、そしてS字で
その差を取り戻し、バックストレート手前のヘアピ
ンで國島選手のインに飛び込んでいく。
この両者の争いは、上り勾配のバックストレートで
スピードの乗りやすいアウト側ラインを立ち上がっ
た國島選手に軍配が上がる。しかしその後も両者
は約1秒以内の間隔でレースを展開、前を追いか
ける國島選手に福田選手もピタリとつけていく。と
ころがここからレースはしばらく膠着状態に。國島

選手は時折ラインを変え前のマシンに揺さぶりを
掛けるものの、コース特性上なかなかオーバーテ
イクには至ら

ず、さらにはその後ろからは福田選手
以下、後続のマシンもチャンスを伺ってくる。これ
で若干ペースを乱したか、國島選手はレース中
盤、前のマシンにわずかにマージンを築かれてし
まう。それでもレース終盤にはペースを取り戻し迎
えたラスト2周。國島選手、福田選手は一度離さ
れた前のマシンに追いつくと、バックストレート、リ
ボルバーコーナー、ダブルヘアピン、最終コー
ナーと至るところでチャンスを伺っていく。しかし福
田選手は最終ラップの1コーナーでラインを守れ
ず一瞬コースオフ、國島選手も最後まで前に出る
ことは叶わず、両者は最終的に國島選手27位、
福田選手30位でチェッカーを受ける事となった。

結果としては、一発の速さを求める予選では福田
選手、トータルの総合力が求められる決勝では國
島選手に軍配が上がった

今回のレース。し
かし両者の争いはまだ始まったばかり。次戦、舞
台を鈴鹿サーキットに移し展開される両者の戦い
はどんなドラマを見せるのか。周囲からの期待も
高まる。
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犬印・チャレンジャー／ｍｆｃＶｉｔｚ

パームタウンＢＲＩＤＥＶｉｔｚ

ペトロナス光生ＷＭミッドレスＶｉｔｚＫＮ

ＮヤサカＳＲＦクムホエクスタＴ２Ｖｉｔｚ

ＡスキャナーＳＲＦアジルＮヤサカＶｉｔｚ

Ｎ中部ＮＵＴＥＣ　ＷＭ　Ｃ７２　Ｖｉｔｚ

ＤＬちーとまＮヤサカμＶｉｔｚ

ＧＯＯＤＹＥＡＲ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｖｉｔｚ

ルブテック☆ＤＲ２☆ＳＴＦ☆Ｖｉｔｚ！

ネッツ京都＆ピースＭＳ．ＷＭＶｉｔｚＤＬ

Ｎ中部ミッドレス　ＯＭＶ　ＷＭ　Ｖｉｔｚ

ネッツ京都Ｗｉｎｍａｘ・ＧＹヴィッツ

Ｐ’ｚ☆ＬＢ☆ＤＲ２☆ＳＴＦ☆μＶｉｔｚ

ネッツトヨタ兵庫　ＶＩＴＺ

ガレージ　ミヤタ　リミット　ヴィッツ

スノコＧＹ☆ＷＭペースメーカーＶｉｔｚ

ミッドレスＯＭＶ☆ＡＴ－１☆Ｖｉｔｚ

宝石の八神ｗｉｔｈ菱木レーシングＶｉｔｚ

ＩＴＬジャパン　ＧＹ　ヴィッツ

ＡＤＶＩＣＳ☆ＮヤサカＳＲアジルＶｉｔｚ

Ｎ中部ｍｉｄｒｅｓｓ・ＴＡＫＡ２Ｖｉｔｚ

ネッツ大分Ｇ・ＴＷＯＲＫＳプロμＶｉｔｚ

アール・アールＶｉｔｚ

ＯＴＧ　ＡＤＶＡＮ　Ｖｉｔｚ

オートバックス　オートセブン　ヴィッツ

ミッドレスサードトライＶｉｔｚ

テイクオー大世金属ニイヤオートＶｉｔｚ

ひなＶｉｔｚ＠エムエスオート

トヨタ名古屋自動車大学校Ｖｉｔｚ

テイクオー美原広告ＡＵＴＯＦＩＸＶｉｔｚ

ミッドレスすみほレーシングヴィッツ

犬印・チャレンジャー／ｍｆｃＶｉｔｚ

パームタウンＢＲＩＤＥＶｉｔｚ

ペトロナス光生ＷＭミッドレスＶｉｔｚＫＮ

ＮヤサカＳＲＦクムホエクスタＴ２Ｖｉｔｚ

ＡスキャナーＳＲＦアジルＮヤサカＶｉｔｚ

Ｎ中部ＮＵＴＥＣ　ＷＭ　Ｃ７２　Ｖｉｔｚ

ＤＬちーとまＮヤサカμＶｉｔｚ

ＧＯＯＤＹＥＡＲ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｖｉｔｚ

ルブテック☆ＤＲ２☆ＳＴＦ☆Ｖｉｔｚ！

ネッツ京都＆ピースＭＳ．ＷＭＶｉｔｚＤＬ

Ｎ中部ミッドレス　ＯＭＶ　ＷＭ　Ｖｉｔｚ

ネッツ京都Ｗｉｎｍａｘ・ＧＹヴィッツ

Ｐ’ｚ☆ＬＢ☆ＤＲ２☆ＳＴＦ☆μＶｉｔｚ

ネッツトヨタ兵庫　ＶＩＴＺ

ガレージ　ミヤタ　リミット　ヴィッツ

スノコＧＹ☆ＷＭペースメーカーＶｉｔｚ

ミッドレスＯＭＶ☆ＡＴ－１☆Ｖｉｔｚ

宝石の八神ｗｉｔｈ菱木レーシングＶｉｔｚ

ＩＴＬジャパン　ＧＹ　ヴィッツ

ＡＤＶＩＣＳ☆ＮヤサカＳＲアジルＶｉｔｚ

Ｎ中部ｍｉｄｒｅｓｓ・ＴＡＫＡ２Ｖｉｔｚ

ネッツ大分Ｇ・ＴＷＯＲＫＳプロμＶｉｔｚ

アール・アールＶｉｔｚ

ＯＴＧ　ＡＤＶＡＮ　Ｖｉｔｚ

オートバックス　オートセブン　ヴィッツ

ミッドレスサードトライＶｉｔｚ

テイクオー大世金属ニイヤオートＶｉｔｚ

ひなＶｉｔｚ＠エムエスオート

トヨタ名古屋自動車大学校Ｖｉｔｚ

テイクオー美原広告ＡＵＴＯＦＩＸＶｉｔｚ

ミッドレスすみほレーシングヴィッツ

Racing Team Take-O

Speed & Quality

AUTO   FiX
オート フィックス

Photo by

Senpuku design Press and Information Office

PARTNERS

Take-O
〒583-0854
大阪府羽曳野市軽里3-1-14
Tel/Fax：072-957-8811
http://www.eonet.ne.jp/̃take-o/

つ
う
し
ん2010.4.25 岡山国際サーキット耐久 Vo.10

レーシング チーム テイク・オー通信　第10版　2010年4月25日（日）　晴　岡山国際サーキット

今回スターティンググリッドを彩ったのは昨年までのサーキットレディではなく、國島選手の愛息子
「マコっちゃん」。それはそれで微笑ましく、和やかな雰囲気のヴィッツレースらしさを感じさせた。しか
しチーム監督以下男性陣は「やっぱりもっと色気が必
要やろ」と思っていたハズ。と思っていたところ、そんな
心の声を聞きつけたチーム監督からレース終了後にあ
る情報が。「次回は本物のサーキットレディが来るで・・・
（～ｗ～）ｖ」。乞うご期待である。

お ま け
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