
　Yogibo Drago CORSE が続けてきた 2021 年の
SUPER GT への挑戦も、いよいよ第６戦。シーズ
ンも残すところ３レースとなった。迎えるレース
の舞台は大分県のオートポリス。2020 年は新型
コロナウイルス感染拡大の影響で開催されなかっ
たサーキットで、九州のファンに Yogibo Drago 
CORSE の勇姿を披露するときがやってきた。

　第５戦ではチーム一丸となって待望のポイン
ト獲得を果たし、上り調子の Yogibo NSX GT3
だけに、このオートポリスでも上位進出を果た
したい。そんな思いを胸に 10 月 23 日（土）は、
午前９時 15 分からの公式練習に挑んだ。爽やか
な晴天に恵まれたが風が冷たく、冬の気配を感
じさせるなか、今回も Yogibo NSX GT3 は密山
祥吾がステアリングを握りコースイン。コース
習熟を行いながらセットアップを進めていく。
途中、同じ Honda NSX GT3 の２台がアクシデン
トやトラブルに見舞われるなか、密山は着実に
ラップを重ね、１分 44 秒 715 というベストタ
イムをマーク。23 周をこなし道上龍に交代す
る。道上もセットアップを続けていくが、どん
どんフィーリングは良くなっていく。最後は１
分 44 秒 462 というベストタイムで公式練習を
締めくくった。

　密山の手ごたえも良いことから、午後２時 13
分からの公式予選 Q1 のＢ組に向けて、芳賀美
里監督はチームに提案を行った。これまで、激
戦の Q1 は道上で突破し、Q2 の密山で上位を目
指すという戦略を続けてきたが、密山を Q1 に
据え、クルマを熟知する道上でさらなるグリッ
ド向上を目指そうというものだ。
　公式練習での密山のタイムを見ても、十分に
Q2 進出は可能と判断し、密山も大きな期待をも
って Q1 へ臨んでいく。ただ、午前からはわず
かなコンディション変化があった。現在の
SUPER GT のタイヤは、そのコンディションの変
化に過敏に反応してしまう。午前の好感触が一
変しており、密山は苦戦。１分 44 秒 407 とい
うベストタイムで、Q1Ｂ組 12 番手という結果
となった。密山は悔しがったが、これも成長へ
の過程。翌日の決勝での追い上げを目指した。
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気温とタイヤの難しさ。ピックアップに苦戦を強いられる

Saturday Report 土曜公式練習／公式予選



　迎えた 10 月 24 日（日）の決勝日。前日より
もやや雲が増え、風は弱まっているものの冷た
い空気のなか、午後１時 30 分から決勝レースの
フォーメーションラップがスタートした。今回
も Yogibo NSX GT3 のスタートドライバーを務
めたのは密山だ。前戦同様、後半の道上へと繋
ぎジャンプアップを狙う作戦だ。
　予選ではコンディションの変化に翻弄され、
悔しい思いを味わった密山は、その思いを晴ら
すべく序盤から華麗なオーバーテイクをみせて
いく。本来であれば、Yogibo NSX GT3 のポテン
シャルはもっと高いはず。その実力を示し１周
目に 21 番手に浮上すると、４周目までにさらに
２台をかわし 19 番手まで順位を上げ、前を行く
#11 GT-R、#55 NSX GT3 を追った。
　ただ８周目、GT300 クラスで 26 番手を走っ
ていた #22 メルセデスが、第２ヘアピンで激し
くクラッシュしてしまう。即座に安全のためフ
ルコースイエローが導入され、さらにセーフテ
ィカーに切り替えられた。ペースはガクンと落
ち、それにともないタイヤは急速に冷えていく。

　レースは 16 周目にリスタートを迎えるが、直
後の 18 周目にふたたび #48 GT-R のクラッシュ
によりセーフティカーランとなる。一度上げた
タイヤの温度はふたたび下がっていく。すると、
Yogibo NSX GT3 のタイヤに『ピックアップ』と
呼ばれる症状が出はじめた。
　レーシングカーのタイヤは市販車と異なり、
温度を上げて柔らかくしたタイヤを路面に押し
つけグリップを出すが、攻撃性が高い路面で気
温が低いと、削れたタイヤのカスが自車のタイ
ヤの表面にくっつき、グリップダウンや大きな
振動を招いてしまう現象が『ピックアップ』。特

にこのオートポリスでの初冬のレースはそれが
出やすい。もともと密山はミニマムでピットイ
ンする予定だったが、セーフティカー明けの 23
周終了時、チームは密山をピットに呼び戻した。
　交代した道上は、公式練習で感触が良かった
硬めのタイヤで、前戦と同じく後半の追い上げ
を期していた。代わってすぐに #55 NSX GT3 と
接触するもダメージはなく、１分 46 秒 636 と
いうベストタイムをマークしたが、その５周後、
タイムが１分 52 秒台に落ちてしまう。前日より
気温が低かったことで、硬めのタイヤにも激し
いピックアップの症状が出はじめたのだ。
　大きな振動と暴れるマシンに道上は奮闘する
が、どんどんタイムは落ち、道上の実力をもっ
てしてもコースに留めるのが精一杯の状態とな
ってしまう。このまま走れば危険な域に達して
しまう……。苦渋の決断とはなったが、道上は
一度ピットに戻り、前半の密山が履いていたも
のと同じタイヤに再度交換した。
　一度目のピットインこそタイミングは良かっ
たが、二度のピットインで順位は大きく落ちて
しまう。また硬めのタイヤほどではないにしろ、
ピックアップの症状が出はじめた。もちろん
Yogibo NSX GT3 だけでなく、多くの同じタイヤ
メーカーを使うマシンが同様の症状に苦しめら
れるレースとなった。終盤、ようやく症状が和
らぎ、道上はペースを上げたものの、終わって
みれば 22 位。Yogibo Drago CORSE はチームと
しての全力は尽くしたものの、オートポリスと
いうコース特性と寒さに泣かされるレースとな
ってしまった。
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Information 『Yogibo SUPER GTに挑む！』
J SPORTSで好評配信中

今回のレースに向けては、前戦からのさらなる進
化を目指し、公式予選では Q1 を密山選手に任せ、
Q2 を道上選手にお願いする作戦を採りました
が、なかなかうまくいきませんでしたね。レース
では序盤から密山選手が順位を上げてくれ、まだ
まだいける手ごたえはあったのですが、セーフテ
ィカーでタイヤが冷えてしまい苦しい展開とな
りました。道上選手に交代してからもタイヤのピ
ックアップの症状が出てしまい、危険な状態にな

スタートでは柔らかめのタイヤで密山選手も序
盤はペースも良かったのですが、少しずつピッ
クアップの症状が出てしまいました。もともと
ミニマムでピットインする予定で、硬めのタイ
ヤで追い上げようと思っていたのですが、気温
も低めで温度レンジが合わず、ピックアップに
悩まされてしまいました。ピット作業も早かっ

前戦の勢いのまま、公式練習でもとてもポテン
シャルがあったので Q1 を任せていただいたの
ですが、予選ではオーバーステアがひどくなっ
ていて、大失敗のラップになってしまいました。
チームにも申し訳なかったですし、落ち込みま
したね。レースでは序盤、調子も良くポジショ
ンを上げることもできたのですが、セーフティ

カーがなければもっと順位を上げられたと思い
ます。ただ、一度タイヤが冷えてしまうとピッ
クアップがひどくなってしまって。二度のセー
フティカーランの後、ピットに入りました。結
果的に多くのチームがタイヤに泣かされました
が、次戦のもてぎは経験もありますし、この悔
しさを晴らせるよう頑張っていきたいです。

たのですが、コースに留まるのが精一杯になっ
てしまいました。タイヤを前半と同じものにし
てからは症状も和らいだのですが、また症状が
出てしまって。終盤良くなってなんとか走りき
ることはできましたが、ここは本当にタイヤに
厳しいですね。次戦もその不安はありますが、
なんとか頑張っていきたいと思います。

ってしまったことから２ピットという結果とな
り、最終的に 22 位という順位で終わりました。今
までのシーズンのなかでも、レースの厳しさを痛
感させられたラウンドでしたね。前戦のポイント
獲得の勢いを保ちたかったのですが、なかなか思
いどおりにいかなかったです。次戦に向けては、
今回の反省点をしっかり活かし、ふたたびチーム
が一丸となって挑めるようにして、またポイント
圏内を目指し頑張っていきたいですね。

2021年のSUPER GTでさまざまな話題を提供
しているYogibo Drago CORSE。そんなチー
ムの激闘の舞台裏に迫る『Yogibo SUPER GT
に挑む！』がJ SPORTSで好評配信中だ。J 
SPORTSオンデマンドではいつでもスマホや
タブレット、PCでも視聴することができる。

文中でも触れた芳賀監督の無線交信をはじめ
レースウイークのYogibo Drago CORSEに密
着。まるで一員になったかのようにチームと
ともに戦いを振り返ることができる。ポイン
ト獲得を果たした第５戦の模様が現在好評配
信中。その活躍をお見逃しなく！


