
　2021 年から参戦を開始し、第１戦、第２戦と
たしかな存在感を SUPER GT の世界に見せてき
た Yogibo Drago CORSE。いよいよ上位進出を目
指すべく、５月末の第３戦への準備を進めていた
が、三重県のまん延防止等重点措置のため延期に。
７月 17 日（土）〜18 日（日）の第４戦ツインリ
ンクもてぎが今季の３レース目の舞台となった。

これまで Yogibo NSX GT3 にとってはブレーキ
に不安があるサーキットだが、対策も進められ
ている。しっかりと準備を整え、７月 17 日（土）
の予選日を迎えた。
　夏空のもと、気温 30 度を超える暑さのなか、
午前９時 20 分からスタートした公式練習。
Yogibo NSX GT3 は密山祥吾がステアリングを握
りコースインすると、セットアップを進め 16 周
を走り道上龍に交代した。
　道上もセットなど確認作業を進め、走行終了
間際には１分 50 秒 438 というタイムをマーク
した。フィーリングは良好だが、酷暑によるク
ーリング不足のためか、パワーが少なくストレ
ートが伸びない状況があった。
　対策を施しながら迎えた午後２時 15 分からの
公式予選。今回 Yogibo NSX GT3 は Q1 にＡ組か
ら臨んだ。今季開幕２戦で Q2 進出は実現して

おらず、チームは今回こそ Q2 進出を目標とし
ていたが、ここで道上が魅せた。午前からさら
に改良されたセットアップの Yogibo NSX GT3
を駆り、１分 49 秒 514 というタイムをマーク。
見事８番手で、今季初めての Q2 進出を果たし
たのだ。
　午後３時 08 分からの Q2。今回のレースが
SUPER GT の参戦 100 戦目の記念レースだった
密山にとっては、今季初めての予選アタック。「ひ
さびさに緊張しました」というが、午前から改
良された Yogibo NSX GT3 のパフォーマンスを
フルに活かそうと果敢にアタックした。

「行ききれない部分もありましたが……」と語る
も、１分 49 秒 848 をマークし 15 番手に。今季
最高グリッドを獲得してみせた。ポイント獲得
も狙えるポジションだけに、Yogibo Drago 
CORSE のメンバーも期待を高めて予選日を締め
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目標のQ1突破を達成。酷暑のレースでたしかな成長

Saturday Report 土曜公式練習／公式予選



　期待を高める予選日から一夜明けた７月 18 日
（日）の決勝日は、前日同様酷暑の中で迎えた。
午前中から気温は 30 度を超え、午後１時 10 分
のスタート時は気温は 33 度。半袖のチームウェ
アでいても滝のような汗をかく。スタートドラ
イバーを務めた道上は、入念にレーシングスー
ツの下に着込むクールスーツをチェックしレー
スに臨んだ。Yogibo NSX GT3 にはエアコンも装
備されているが、わずかながらパワーダウンを
招く。クールスーツは、冷たい水が通るパイプ
が張りめぐらされており、エアコンを使わない
ドライバーの冷却のために必須のアイテムだ。
　15 番手からスタートした道上は、速さをもつ
#2 ロータスにはかわされたが、#87 ランボルギ
ーニを追い序盤のレースを進める。Yogibo NSX 
GT3 のフィーリングは良好。道上の２台前には
#18 NSX GT3、背後には #55 NSX GT3 がおり、
NSX 勢のなかでもポテンシャルは十分。上位陣
に食らいつきながらポイント圏内を目指した。
　ツインリンクもてぎはわずかに速くても容易
にオーバーテイクができるコースではないこと
から、序盤はレース全体が比較的膠着した展開

となる。19 周目には GT300 クラスでもピット
インするチームが出はじめるが、道上は 27 周目
には５番手までポジションを上げピットイン。
GT300 では比較的遅めで、後半の密山に期待が
かかる展開とも言えた。
　しかしピットイン時、思わぬ事態が起きる。
道上に代わって Yogibo NSX GT3 のコクピット
に座った密山は、いつもどおりメカニックにサ
ポートしてもらいながらシートベルトを締める
が、なぜか思うようにシートベルトが締まらな
い。刻一刻と時間が経つが、激戦の GT300 で１
秒を失うことは致命的になってしまう。まさか

の 10 秒強の時間をロスしてしまった。
　なんとかシートベルトを装着し、密山は
Yogibo NSX GT3 をピットアウトさせるが、その
混乱のなか、さらに思わぬ状況を密山は感じ取
った。クールスーツのパイプが機器にきちんと
接続されていないではないか。水が通らなけれ
ばクールスーツは役に立たない。温度が上昇す
る Yogibo NSX GT3 のコクピットのなかで密山
は奮闘を続けなければならなくなった。密山自
身がクールスーツを接続しようとも試みたが、
すぐに手が届く位置ではない。
　苦しい状況下だが、#10 GT-R や #360 GT-R
とのバトルになっていく。そんななかレースが
41 周目に入ると GT300 車両の火災により、さ
らに 45 周目には GT500 車両のアクシデントで
フルコースイエロー（FCY）が導入される。その
際に密山はクールスーツ接続を試みたが、すで
にポンプが停止していた。チームは無線でエア
コンの使用を提案したが、まさに直線が速い
#360 GT-R とのバトルが続き、密山はあえてエ
アコンを使わずバトルを続行。密山は一度はか
わされたものの、ファイナルラップにふたたび
オーバーテイク！　16 位でフィニッシュした。
ただ、FCY 中にわずかに速度違反があったとし
てタイム加算があり、最終結果は17位となった。
　無事に Yogibo NSX GT3 をチェッカーに導い
た密山は脱水症状にはならず「昭和生まれは気
合が違いますから（笑）」と元気に笑顔をみせた。
入賞には届かなかったが、道上、密山、そして
チーム皆の頑張りで、シーズン中盤戦に向けて
ポジティブなレースとなった。
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Information 密山祥吾選手が第４戦で
SUPER GT参戦100戦を達成

第１戦、第２戦を経て、公式予選Q1を突破する
ことを目標を定め、トップグループでレースを
することを目指していたので、今回Q1を突破
し、まず第一段階としてクリアできたと思って
います。ただ今日は本当に暑く、スタートドラ
イバーの道上選手がストレートが伸びきらず抜
かれはしましたが、良いレースを戦ってくれた
と思っています。後半スティントの密山選手は
クールスーツが効かず、『もう走れない！』と

今季最上位グリッドからのスタートで、クルマ
のバランスもタイヤも良かったです。ふだん上
位争いするライバルよりもペースも良かったで
す。ただピットイン時に、クールスーツを接続
できずタイムロスがあり、コースに戻ってから
は大きく順位を落としてしまいました。密山選
手はクールスーツが効かないなかで走ってくれ

レース序盤の道上選手も素晴らしい走りをみせ
てくれましたし、ピットインのタイミングも良
かったと思います。道上選手の交代作業は速か
ったのですが、僕の腰のシートベルトが入ら
ず、そこでタイムロスをしてしまいました。さ
らにクールスーツが接続されておらず、ピット
からはエアコンを使うように言われたのです

が、パワーを失ってしまうので、僕は使いたく
ありませんでした。『行くしかない！』とバト
ルで集中したおかげかもしれませんね。ペース
も速かったと思います。レース後、クルマを降
りて座ったらメディカルに連れて行かれたので
すが、最近僕はサウナに通っているのが良かっ
たかもしれません。第３戦も頑張ります！

たので、無事に戻ってきてくれて本当によかっ
たです。僕も予選日にクールスーツにトラブル
があったときには、レースを走りきれないと思
っていたので。今回は全体的に悪いフィーリン
グではなく、予選も初めてQ1を突破できまし
た。あと一歩を目指し、近年良くなってきてい
る鈴鹿でもう少し上を目指したいと思います。

いう状況だったにも関わらず、根性で走りきっ
てくれたので、感謝しています。ピットでのロ
スタイムが12秒ほどあり、さらにクールスーツ
のトラブルもあったので、これはしっかりと原
因究明し、安全なレースをできるようにしなけ
ればいけないと思います。今回は私たちだけで
なく、NSX勢全体で暑さのトラブルがあったと
も聞いています。私たちとしては、ドライバー
を危険にさらすわけにはいきませんからね。

今回の第４戦ツインリンクもてぎでは、
Yogibo NSX GT3を駆る密山祥吾選手が
SUPER GTに参戦して100戦という記録を達
成した。密山選手は2001年にSUPER GTに初
めて参戦。チューニングショップを営むなど
多忙で、一時参戦しない時期もあったが、つ

いに偉業を成し遂げた。SUPER GTでは、
100戦を達成するとその年の最終戦に『グレ
ーデッドドライバー』として表彰されるが、
Yogibo Drago CORSEではひと足早く予選日
にお祝い。この様子はJ SPORTS『Yogibo 
SUPER GTに挑む！』内でもお届けする。


