
 

                                                                     2018年5月20日 

 

2018年FIA-F4選手権シリーズ第3大会 参戦報告書 

 

                                                                HFDP事務局  阿部 正和 

2018年FIA-F4選手権シリーズ 

HFDP参加選手レポート 

第3大会（第5戦／第6戦）  

 

2018年FIA-F4選手権シリーズ第3大会（第5戦、第6戦）が5月19日から20日にかけ、三重県・鈴鹿サー

キットで開催されました。このレースに、Honda フォーミュラ・ドリーム・プロジェクト（HFDP）ドライバー

として#5角田裕毅（18歳）、#6名取鉄平（17歳）、SRSスカラシップとして#7大滝拓也（23歳）、#8佐藤

蓮（16歳）の4名が参加しました。 

 

角田裕毅が連続ポールトゥウインで今季5連勝 

 

■公式予選（30分間）：天候/晴れ 路面/ドライ 

5月19日土曜日、午前8時10分から30分間にわたって行われた公

式予選には35台が出走した。前夜降雨があり、コースはフルウェッ

トとなったが雨は朝方に上がり、予選セッションが始まる段階ではコ

ースの一部にウェットパッチは残るものの路面はドライコンディシ

ョンとなった。 

 

予選方式は通常通りで、30 分間のタイムアタックセッション中に記

録されたベストタイム順で土曜日に行われる第5戦のスターティンググリッドを決定し、セカンドベストタイ

ム順で日曜日に行われる第6戦のスターティンググリッドが決まる。 

 

HFDPからの 4台は全車ドライタイヤを装着してコースオープンと

ともにコースイン、タイヤのウォームアップを行ってタイムアタ

ックに入った。まず#6名取が2分8秒096、#8佐藤が2分8秒381

を記録して上位につけ、続けて#7大滝が2分7秒441を記録して

トップに立った。 

 

一方#5角田はウォームアップを続けタイムは中団以降のままでい

る。セッション開始後13分が過ぎようとする頃、タイムアタック

にかかった#5角田が2分6秒779を記録してトップに立った。そ

れ以降#5角田は2分6秒台の好タイムを連発してセカンドタイム

でもトップを守る。 

 

#5角田の後方では#7大滝、#6名取が3番手、4番手に続く。#7大

滝は一旦タイヤをクールダウンしてタイムアタックを再開、2 分

07秒180を記録して2番手へ進出、#6名取も2分 07秒191を記



録して#7大滝に続いた。この間、#8佐藤は安定したペースでタイム

アタックを続け、タイムを記録した。 

 

公式予選の結果、角田が2戦連続（第1大会から通算6戦連続）で

ポールポジションを獲得、第 5戦では#7大滝が 3番手、#6名取が 4

番手、#8佐藤が7番手につけた。しかし#7大滝は SpR付則-5累積

罰則ポイントにより 10グリッド降格処分を受けたので、スタ

ーティンググリッドは#6名取が 3番手、#8佐藤が 6番手、#7

大滝が 13番手となった。第 6戦では#7大滝が3番手、#6名取が4番手、#8佐藤が6番手からスタートす

ることが決まった。なお第5戦、第6戦ともHFDPからの全選手がコースレコードを記録している。 

 

第5戦公式予選結果 

予選1位 #5角田 裕毅 2分06秒779 R 

予選3位 #7大滝 拓也 2分07秒180 R 

予選4位 #6名取 鉄平 2分07秒191 R 

予選7位 #8佐藤 蓮  2分07秒359 R 

#7大滝は SpR付則-5累積罰則ポイントにより、10グリッド降格 

 

第6戦公式予選結果（タイムアタックのセカンドタイム順に決定） 

予選1位 #5角田 裕毅 2分06秒785 R 

予選3位 #7大滝 拓也 2分07秒200 R 

予選4位 #6名取 鉄平 2分07秒222 R 

予選6位 #8佐藤 蓮   2分07秒459 R 

 

■第5戦決勝レース（10周）：天候/晴れ 路面/ドライ 

第 5 戦決勝レースを迎えた鈴鹿サーキットは晴れとなったが台風を

思わせる強風が吹く。フォーメーションラップは午後1時40分に始

まった。 

 

ポールポジションの#5角田は先頭で第1コーナーへ飛び込み、3番手

から#6名取がアウトに出て2番手へ進出した。#8佐藤は、目前でス

トールした車両をうまく避けて 5番手に抜け出してレースを始めた。

一方、10グリッド降格処分を受けた#7大滝はスタートでエンジンを

ストールさせかかり、順位を21番手まで下げた。 

 

先頭に出た#5角田は後続を少しずつ引き離していく。その後方で

は 5番手の#8佐藤が前方の車両にテールトゥノーズで激しく攻め

寄る。しかし 3周目のヘアピンで、#8佐藤のノーズが前方車両の

左リアタイヤにわずかながら接触、#8佐藤車のノーズ先端が脱落

した。それでも#8佐藤は追撃をあきらめないが、後方からも競技

車両が接近し、激しい格闘戦にまきこまれた。 

 

6 周目のシケインで#8 佐藤は前のマシンのインに飛び込み、よう



やく順位を入れ替え 4番手となった。一方、先頭を走る#5角田を追いかけていた#6名取は後方から#1号車に

攻め寄られ徐々に苦しい状況となっていった。後方では大きく遅れた#7大滝が少しずつ順位を上げ、7周目に

は17番手となっていた。 

 

最終ラップの10周目、トップの#5角田は後方に大きく差をつけて

安泰だったが、2番手の#6名取は後方から 1号車の激しいアタッ

クを受け、それを守りながら走っていた。最終シケインの進入で1

号車がインに飛び込んできたが#6名取はこれを上手くブロック、

進路を変えたが 1 号車は左側に並びかかろうとした。そのとき#6

名取がマシンのコントロールをわずかに乱し、イン側にオーバー

ラン。この間に 1号車が前へ出た。#5角田は難なくポールトゥフ

ィニッシュを飾ったが、#6名取はコースに復帰したものの3番手でチェッカーフラッグを受けることとなった。

#8佐藤は自己最高位の4位でレースを終えた。 

 

【 FIA-F4選手権シリーズ第5戦・レース結果 】 

#5角田 裕毅 決勝1位（21分21秒681 ベストタイム 2分07秒848） 

#6名取 鉄平 決勝3位（21分28秒050 ベストタイム 2分07秒968） 

#8佐藤 蓮   決勝4位（21分29秒165 ベストタイム 2分08秒365） 

#7大滝 拓也 決勝16位（21分43秒482 ベストタイム 2分08秒958） 

 

■第6戦決勝レース（10周）：天候/晴れ 路面/ドライ 

5月20日午前8時45分、シリーズ第6戦決勝レースが始まった。鈴

鹿サーキットは、風が収まり快晴だが気温が上がりきらない状況。レ

ースのスタートが切られた瞬間、ポールポジションにいた#5 角田の

外側に並んでいた#1号車の加速が良く、第1コーナーへ向けて#5角

田に並ぶと、かぶせるように順位を入れ替えてトップに立った。#5

角田はそれに続く。 

 

後方では、3番手スタートの#7大滝、4番手スタートの#6名取がうま

く加速して 3番手、4番手に続き、6番手スタートだった#8佐藤は前を行く#10号車に激しく攻めかかって 1

周目のシケインのインに飛び込み、5番手へ順位を上げた。その後、第 1コーナー進入でアウトから抜き返さ

れて一旦 6番手へ後退したが、2コーナーからその立ち上がりでインに並びかかって、S字コーナー二つ目の

進入で5番手のポジションを取り戻した。 

 

#5角田は前を走る#1号車の背後に0秒5弱の間隔でぴたりとつけて

隙をうかがい 3 周目のシケインでアウトから並びかかり進入したが

順位を入れ替えるにはいたらず、ストレートへ向けて加速が鈍った隙

に#7大滝がさらに外側へ並んだが#5角田は譲らない。#7大滝は第1

コーナーへ向けて引いたが、#5角田は勢いに乗って#1号車のアウト

に並んで第1コーナーへ進入、並んだままS字コーナーへ向かい、二

つ目でインを取ると首位に抜け出した。 

 

このとき後方第1コーナーでアクシデントが発生、セーフティカーが入り、全コース追い越しは禁止となった。



この段階で首位は#5角田、3番手に#7大滝、4番手に#6名取、5番手

に#8佐藤が続いていた。第1コーナーのアクシデント処理は長引き、

セーフティーカーランが続いた。結局4周目途中から始まったセーフ

ティーカーランの間にレース制限時間の 30分を経過し、レースはそ

のままの順位で終了となった。 

 

この結果、#5角田は前日から連勝、第1大会第2戦から通算すると5

連勝でレースを終えた。 

 

#7大滝は3位でチェッカーを受け、今季最上位入賞を遂げた。#6名

取が 4位、#8佐藤が5位に入賞した。第3大会 2レースの結果、#5

角田はシリーズポイント50点を加算し合計 125点でポイントランキ

ングトップの座を固めた。#6名取は 27点を獲得し 82点でランキン

グ2番手、#8佐藤は22点を獲得し32点でランキング8番手、#7大

滝は15点を獲得しランキング12番手につけた。 

 

 

【 FIA-F4選手権シリーズ第6戦・レース結果 】 

#5角田 裕毅 決勝1位（31分25秒483 ベストタイム 2分08秒453） 

#7大滝 拓也 決勝3位（31分27秒635 ベストタイム 2分08秒558） 

#6名取 鉄平 決勝4位（31分28秒749 ベストタイム 2分08秒433） 

#8佐藤 蓮   決勝5位（31分29秒285 ベストタイム 2分08秒528） 

 

■2018FIA-F4選手権シリーズポイントドライバーランキング（第2大会終了時点） 

1位  角田 裕毅 125点 

2位  名取 鉄平 82点 

8位  佐藤 蓮    32点 

12位 大滝 拓也 15点 

（1位25点、2位18点、3位15点、4位12点、5位10点、6位8点、7位6点、8位4点、9位2点、10位1

点,） 

 

■2018FIA-F4選手権シリーズポイントチームランキング（第2大会終了時点。各チーム最上位のみ計上） 

1位 HFDP 150点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●ドライバーズコメント：#5  HFDP/SRS/コチラレーシング 角田 裕毅 

予選は、雨上がりだったのであまりラバーが乗っていない状況かなと思って、

最初は様子を見ました。そろそろ行った方がいいかなと行って、それなりに

タイムが出ました。赤旗が出なくて良かったです。ただ、3周くらいタイム

を出して 1 回クールダウンしてさらにタイムを出そうとしたときにホイー

ルをロックさせてしまいスピンしてしまいました。それがなければもっと行

けたと思います。レースでは、第 5戦は1コーナーにトップで入れれば優勝

する自信があったので、あとは自分のペースで走るだけでした。第6戦では、

スタートで少しミスしてホイールスピンさせてしまったのでライバルに先

行されてしまいましたが、気持ちを取り戻して、冷静にチャンスを探ってこ

こだなと思ったのでシケインで飛び込んでトップに立ちました。5連勝はし

ましたが、長いインターバルに入るので気を引き締めて、新しいシーズンが

始まるという心構えで次の富士戦に向かいたいと思います。 

 

●ドライバーズコメント：#6  HFDP/SRS/コチラレーシング 名取 鉄平 

予選は、テストのときと比べると一気に路面が変わってしまい、全然満足で

きない結果に終わりました。第5戦決勝もスタートは良かったのに優勝に届

かなかったので満足はできません。ペースは決して悪くはなかったんですが、

後の小高君の方が速かったので、ぼくの何が足りなかったのか分析する必要

があります。最後、シケイン2個目でほんのちょっとミスをしてリヤが出て

しまい、コースアウトしてしまいました。今後同じようなミスをしないよう、

いい勉強になりました。第6戦は、悔しい思いはありますがそれよりも何も

出来なかったという無力感が強いです。序盤ペースがあまり良くなかったん

ですが前がバトルしてくれたおかげで追いつけて、これからどうやってオー

バーテイクしようと考え始めたところでレースが終わってしまいました。次

のレースまでインターバルが空くのでしっかり準備しようと思います。 

 



●ドライバーズコメント：#7  SRS/コチラレーシング 大滝 拓也 

木金と練習ではセットもキャンバーも他の 3 台とは違って大きくしていた

ので思い通りのタイムが出ませんでした。持ち込みではみんなぼくと同じセ

ッティングだったんですが、テストの途中でみんなが変えていったのに、ぼ

くはあまり気にせずそのままだったんです。でも全員のデータをチェックし

たらみんなセッティングを変えてアベレージを上げていることがわかった

ので、メカニックさんに無理を言って土壇場でセッティングを変えてもらい

ました。そうしたらS字などで乗りやすくなって、予選では安定してタイムが出ました。でもニュータイヤ

での一発アタックについてはもう少し行けたかなと思います。第5戦決勝は、今までのペナルティ累積でグ

リッド降格して13番手スタートだったんですけど、スタートでストールしかけてしまって順位がさらに下が

ってしまいました。その後は、第6戦のタイヤのことも考えて無理はかけな

いように走りきりました。第6戦は、3位スタートで位置的には悪くないの

で、序盤は5周くらいまではしかけるのをやめようと思っていて、1回角田

君に並べてしまいワイドになりましたが、冷静に引きました。でもそこで

SC が入ってしまいました。心残りはいっぱいなんですが最低限の結果は出

せたと思います。とにかく冷静に引いてレースをまとめられた点を忘れずに、

この成長を次のレースにつなげます。 

 

●ドライバーズコメント： #8  SRS/コチラレーシング 佐藤 蓮 

予選は拮抗していて結構大変でした。「1周をまとめきれない」という大きな

課題をまた感じました。速かったセクタータイムをつなげると 3番手には行

けましたが、これが今の実力なので早くもっとレベルを上げないといけない

です。それでもあの順位にとどまれたのは、まあまあの結果だったかなと思

います。第5戦決勝はクラッチミートが完璧

で、スタートでストールしていた1台かわし

ましたが普通にスタートしていても前に行けたと思います。でもその後、前

を抜くのに手間取ってフロントノーズの先端を飛ばしてしまい、そこからペ

ースが上がらなくなりました。それでもなんとか 4位に上がってゴールでき

たので、今自分ができることの最善を尽くしたかなと思います。第 6戦では

序盤で1台抜いて前を追いかけるチャンスを作れたのは良かったです。やり返されたときには落ち着いて2コ

ーナーで仕掛けようと思って、うまく決まりました。そこから自分もだんだんペースが落ちてきて、結果はSC

が入ってああいうことになってしまいましたが、次戦に向けていい収穫がありました。次の富士までにしっか

り予選をまとめる課題を克服してトップ争いしたいです。 

 


