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ピレリスーパー耐久シリーズ 2018
LOVEDRIVE RACING with NATS

50号車 78号車

富士24時間レースを6人の女性ドライバーで入賞！
最高グリッドの予選3位を獲得。
スポーツ科学やIoT、最新テクノロジーを生かした、STEM人材育成プ
ロジェクト「Road 2 STEM 4 Next-Genlation」（通称：R24）で、女性ドラ
イバーと学生メカニックの人材育成を行いながら挑戦中！初年度にし
て何十年も熟成してきた他チームの車両を超える速さを持ったロード
スターの開発に成功！
第１戦 鈴鹿５時間レース6位入賞！
第２戦 菅生３時間レース、２台体勢にて参戦！ ♯50
♯78
第３戦 富士24時間レース予選4番グリット獲得、
決勝12時間経過時までトップを独走！
第４戦 オートポリス5時間レース
予選3番グリッド獲得！

上り調子！
！

予選10位 決勝6位
予選9位 決勝リタイヤ
予選10位 決勝9位
予選4位

決勝8位

予選3位

決勝8位

メンテナンスガレージ 日本自動車大学校
クラス ST５
マシン MAZDA ロードスター ND

Bドライバー
猪爪 杏奈

Cドライバー
小松 寛子

Dドライバー
加藤 沙也香

監督
井原 慶子

Aドライバー
岩岡 万梨恵

Eドライバー
辻田 慈

Fドライバー
関崎 祐美子

ピレリスーパー耐久シリーズ 2018
LOVEDRIVE RACING with NATS

50号車 78号車

第5戦もてぎ5時間レース Aドライバー予選
岩岡 万梨恵が1位を獲得！
STEM 人材育成プロジェクト「Road 2 STEM 4
Next-Genelation」（通称：R24) は前半戦のレー
スに引き続き、更に上り調子！第 5 戦のもて
ぎ 5 時間レース A ドライバー予選では岩岡万
梨恵がスーパー耐久史上初となる女性ドライ
バー予選 1 位を獲得した。学生メカニックも
タイヤ交換などのスピードも次第に早くなり、
よりチームのまとまりが強くなったと感じる。
第 5 戦 もてぎ 5 時間レース
A ドライバー予選 1 位通過！
第 6 戦 岡山 3 時間レース、2 台体制にて参戦！
年間シリーズランキング 9 位

♯50

予選 6 位

決勝 7 位

♯50
♯78

予選 5 位
予選 14 位

決勝 7 位
決勝 12 位

今年は年間を通して 7 名の女性ドライバーがスーパー耐久シリーズに挑戦！来年度は表彰
台、そしてシリーズチャンピオン目指してがんばります。
今年も応援ありがとうございました！
監督
メンテナンスガレージ
♯50

♯78

井原 慶子
日本自動車大学校

Aドライバー

岩岡 万梨恵

Bドライバー

猪爪 杏奈

Cドライバー

加藤 沙也香

Aドライバー

小松 寛子

Bドライバー

辻田 慈

Cドライバー

岡村 英莉

ロードスター・パーティレース
4号車 大和エネルフ号

41号車 ソフト99号

猪爪杏奈がシリーズランキングトップ！
Under30賞、Best Women賞獲得も王手か？！
岩岡万梨恵が激戦の北日本シリーズ、ランキング11位！

西日本シリーズ
猪爪杏奈
土屋麻衣

第１戦 予選4位 (20台中)

決勝3位 (20台中)

第２戦 予選4位 (20台中)

決勝3位 (20台中)

第１戦 予選19位 (20台中)

決勝19位 (20台中)

第２戦 予選20位 (20台中)

決勝20位 (20台中)

東日本シリーズ
藤井順子
辻田慈

第１戦 予選32位 (34台中)

決勝ボーナスレース10位(14台中)

第２戦 予選29位 (30台中)

決勝28位 (29台中)

第１戦 予選26位 (34台中)

決勝ボーナスレース5位(14台中)

第２戦 予選23位 (30台中)

決勝22位 (29台中)

北日本シリーズ
岩岡万梨恵
岡村英莉

第１戦 予選8位 (23台中)

決勝14位 (23台中)

第２戦 予選9位 (22台中)

決勝9位 (22台中)

第１戦 予選15位 (23台中)

決勝接触により、リタイヤ(23台中)

第２戦 前日の第１戦にて車両損傷のためリタイヤ

大和エネルフ号

CLIMAX号

ロードスター・パーティレース
4号車 大和エネルフ号

41号車 ソフト99号

猪爪杏奈が西日本シリーズ4位、Under30賞、
Best Women賞獲得！
Under30賞、Best Women賞獲得も王手か？！
岩岡万梨恵が激戦の北日本シリーズ、ランキング11位！
西日本シリーズ
猪爪杏奈
土屋麻衣

第３戦 予選5位
（17台中）

決勝4位
（17台中）

第４戦 予選5位
（18台中）

決勝8位
（18台中）

第３戦 予選17位
（17台中）

決勝16位
（17台中）

第４戦 予選15位
（18台中）

決勝失格

東日本シリーズ
藤井順子
辻田慈

第３戦 予選26位
（30台中）

決勝28位
（29台中）

第４戦 予選25位
（26台中）

決勝24位
（26台中）

第３戦 予選23位
（30台中）

決勝24位
（29台中）

第４戦 予選18位
（26台中）

決勝22位
（26台中）

北日本シリーズ
岩岡万梨恵
岡村英莉

第３戦 予選12位
（16台中）

決勝9位
（16台中）

第４戦 予選7位
（13台中）

決勝7位
（13台中）

第３戦 予選16位
（16台中）

決勝15位
（16台中）

第４戦 予選11位
（13台中）

決勝11位
（13台中）
大和エネルフ号

交流戦
猪爪杏奈

予選2位
（43台中）

決勝2位

岩岡万梨恵

予選14位
（43台中）

決勝13位

辻田慈

予選30位
（43台中）

決勝25位
CLIMAX号

WOMEN IN MOTORSPORT DAY 2018 開催!
女性ドライバー 100名が富士に集結！
2018年5月12日（土）
、13（日）をWOMEN IN MOTORSPORT DAYと
し、富士スピードウェイでドライビングレッスンを開催！レッ
スンにはGT-R NISMOなど豪華車両を用意し、世界的ラリースト
の勝田照夫氏を招いてラリーレッスンを行ったほか、女性のB
級ライセンス取得を促進するオートテストを開催。愛知県に
てジュニア育成に力を入れているBuzz Factory代表、長谷川謙
一氏によるカートレッスンでは、ジュニア育成ドライバー枠

候補生らが受講。13日
（日）
には、全日本ジムカーナチャンピオン経験を持つ猪

爪俊之氏を講師に招き、男性も参加歓迎のジムカーナレッスンを行った。イベントでは、B

級ライセンス新規取得者は10名、参加者は２日間でのべ150名を超え、大きな盛り上がりを
見せた。

L1シリーズ「WOMEN S GT」
〜女性だけのJAF公認レースで 13名が表彰台獲得！〜
2018年5月13日
（日）
には、富士チャンピオンレース第２戦内にて、女性ドライバーだけで争
われるレースシリーズ、L1シリーズ「WOMENʼS GT」を開催。昨年は独立して行われた

「Ladies No.1 Race」
と
「L1 Rally in 恵那」
をシリーズ化させ、17名の女性が参戦し、会場を盛り
上げた。

L1 RALLY in 恵那 2018 開催!

第二回女性ラリー開催！
L1シリーズ
「L1 RALLY in 恵那 2018」
〜女性だけのJAF公認ラリーで
24名が表彰台獲得！〜

では2018年12月2日
（日）
には、岐阜県恵那市にて、女性ドライバー

だけで争われるラリーシリーズ、L1シリーズ「L1 RALLY in 恵那

2018」
を開催し、34台の車両が参戦した。5月に行われたL1シリー
ズ
「WOMENʼS GT」
では、17名の女性が参戦し会場を盛り上げた。

L1-1 クラス
1 位 Dr. 毛受 広子
2 位 Dr. 湯澤 美幸
3 位 Dr. 仲村 理香
4 位 Dr. 岸本 友希
5 位 Dr. 大貫 由希
6 位 Dr. みなぴよ
L1 シリーズ 2018

CoDr. 赤木 弥生
CoDr. 木村 悟士
CoDr. 伊藤 幹夫
CoDr. 山本 磨美
CoDr. 桐山 久美子
CoDr. 武平 良介

シリーズチャンピオン

L1-2 クラス
1 位 Dr. 中島 紀子
2 位 Dr. 福井 貴子
3 位 Dr. 原口 静枝
4 位 Dr. 南 美由紀
5 位 Dr. 猪爪 杏奈
6 位 Dr. 波積 美穂
みなぴよ

CoDr. 山田 訓義
CoDr. 河辺 典子
CoDr. 萩原 秦則
CoDr. 岡田 誠
CoDr. 中村 理紗
CoDr. 嶋住 美佳

Asian Le Mans
Road 2 Le Mans 4 Women
R24プロジェクト始動！
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Women
in Motorsport
活動のオフィシャルプロジェクトとして発足した。女性チームで
Women
in Motorsport
活動のオフィシャルプロジェクトとして発足した。女性チームで
世界最高峰耐久レースのルマン
2424時間レースを目指し、女性に活躍の機会を創出し、女
世界最高峰耐久レースのルマン
時間レースを目指し、女性に活躍の機会を創出し、女
性レーサーを始めエンジニアやメカニックなど自動車産業及びモータースポーツで活躍す
性レーサーを始めエンジニアやメカニックなど自動車産業及びモータースポーツで活躍す

るあらゆる職種の人材を世界から募集し、育成していくプロジェクトとして
るあらゆる職種の人材を世界から募集し、育成していくプロジェクトとして 11
11 月よりス
月よりス
タート！
タート！

11 24〜25
月 24〜25
第 1第
戦1 戦
11 月
日日

中国
上海国際サーキット
中国
上海国際サーキット
岩岡万梨恵
/Sarah
Bovy/Stephane
Kox
岩岡万梨恵
/Sarah
Bovy/Stephane
Kox
予選
予選
9 位9 位決 決勝
8 位8 位

12 月 8〜9 日
第 2第
戦2 戦
12 月
8〜9 日
日本 富士スピードウェイ
日本 富士スピードウェイ
岩岡万梨恵 / 猪爪杏奈 / 加藤沙也香
岩岡万梨恵 / 猪爪杏奈 / 加藤沙也香
予選 8 位 決勝 7 位
予選 8 位 決勝 7 位
日本人ドライバーのみで構成した第 2 戦は
日本人ドライバーのみで構成した第 2 戦は小雪も降る悪天候の中無事に完走！
小雪も降る悪天候の中無事に完走！

その他の情報
JAF Women in Motorsport アンバサダー
井原慶子が委員を務める、第２次JAFモータースポーツ振興ワーキンググループから出され
た方策の
「女性の活躍する舞台作り」
を踏まえ、WOMEN IN MOTORSPORT部会で国内モーター
スポーツでの女性活躍を推進中

LOVE DRIVE COLLECTION 〜オリジナルブランド立ち上げ〜
LOVE DRIVE RACING ファンクラブ立ち上げと同時に、
「LOVE DRIVE COLLECTION」
としてオ
リジナルブランドを立ち上げた。現在、キャラクターとコラボレーションした新商品の開
発に向けて疾走中！

ご購入よろしく
お願いいたします！

https://lovedrive.thebase.in

速さの秘密
パーティレースマシンでPRしております！
株式会社ソフト99コーポレーション
カー用品や板金修理を行なっております日本一のカーサービス企業！
プロテクションフィルムであるCLIMAXは、飛び石や小虫から車両を
守りキレイなマイカーを保つことができます！

ロードスター ND
コーナリング性能がとても良く、
バランスがいいので運転していて楽しい！

ガラコ
雨の日の最強グッズ！
塗っているのといないのでは
視界の良さが格段に違います！

ブリジストン
・アドレナリンはパーティレース時使用タイヤで長持ちしコストパフォーマンス◎
・71Rはマツダファンエンデュランスレース時使用タイヤで抜群のグリップ力！
縦、横のグリップがあるのでアクセルを踏んでいけます！

大和エネルフ株式会社
環境エンジニアリングの会社で、産業廃棄物から未来の資源・エネルギーを作ります！
パーティレースマシンで全国各地に大和エネルフ号、ソフト99号が走り回り、
会社をPRしております！

速さの秘密
MAZDA ロードスター ND
コーナリング性能がとても良く、
バランスがいいので運転していて楽しい！

ガラコ

エアロボンネット&
GTウィング

雨の日の最強グッズ！
塗っているのといないのでは
視界の良さが格段に違います！

ストレートの伸びが
ピカイチ！

Gulfオイル

ECU

エンジンの調子も良く、
ミッションブローも
防ぎます！

コースごとの
特性を生かして
チューニングしてくれます！
目指せ直線番長！

OHLINS
とてもしなやかで、
路面を感じ取りやすい！

小倉クラッチ

IDI
ブレーキングの調整がしやすく、
扱いやすい！

クラッチがとてもスムーズに繋がり、
しっかりトルクを活かせます！

ナチュラルチューニング

RAYS

塗るだけで大変身！
加速力、燃費の向上、NOxの低下の効果があります！！

軽さがピカイチ！
車が進む感覚の違いに感動します！

コンタクト
潤い成分NPCポリマー配合で、保水力抜群！
乾き知らずの視界良好！

女性活躍支援

レーシングスーツ
女性の体にもぴったりフィット！
ブーツカットデザインで足長効果も！

Partner
マツダ株式会社
株式会社ソフト99コーポレーション
大和エネルフ株式会社
株式会社富士テクノソリューションズ
カーチェック株式会社
株式会社アイレ
株式会社QTnet
株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
株式会社ブリヂストン
Rita特許事務所

Technical Partner
株式会社レイズ
ゴトコ・ジャパン株式会社
オーリンズサービスセンター ラボ・カロッツェリア
小倉クラッチ株式会社
NATS 日本自動車大学校
有限会社

大原

有限会社アールエーシー
有限会社アイ・ディ・アイ
株式会社ガレージ・ベリー

応援よろしく

お願いします！

世界初！女性だけのチームでルマンを目指します！
女性ドライバーのみで編成するチームにてレース参戦。男性ドラ
イバーにも立ち向かい女性の力を発揮します。今年はアジアン・
ル・マンシリーズに挑戦、ゆくゆくは世界最高峰のル・マン・シリー
ズを目指して…皆様のお力を貸してください！
・R24 サポータープラン

￥10,000/1口

・R24 応援団プラン

￥30,000/1口

・動車産業の女性活躍を支援する個人スポンサープラン

￥1,000,000/1口

皆様のご支援
よろしくお願いします！
https://lovedrive.thebase.in

LOVE DRIVE COLLECTION
LOVE DRIVE RACING スーパー耐久
岡山国際サーキットラウンド
テントサポータズプラン 2018
¥10,800
“限定10名” 2018年11月3(土)、4日 (日) に岡山国際サーキットで
行われる
「スーパー耐久 第6戦 」
のレースをLOVE DRIVE RACING
チームテントにてチームメンバーとの交流・観戦をお楽しみい
ただけます。レース中テント内では、一番近くでメンバーの応
援ができ、現場でしか味わえないチームのリアルな素顔を見る
事ができます。LOVE DRIVE RACINGの応援どうぞよろしくお願
いします！
特典 ①LOVE DRIVE RACING チームテント内 ご招待 ②テント内
でのお弁当・ドリンク ③LOVE DRIVE RACING ピットツアー
ご招待 ※スーパー耐久観戦券、駐車券は付属しません。ご注
意ください。

LOVE DRIVE RACING ポロシャツ BLACK/RED
¥ 7,800
こちらの商品を購入しサーキットにお越しいただいた方は、
LOVE DRIVE RACINGのチームテントにてレース決勝当日に行わ
れる、メンバーの報告会に参加いただけます。チームウエアを
着て、サーキットに応援に来てください！ (サイズ表記は男女
共通です。)

LOVE DRIVE RACING MAG
カラフルバージョン
LOVE DRIVE RACING MAG
ロゴバージョン

Love drive Tシャツ レディース

¥ 1,500

デコルテラインがきれいに見える首まわりにこだわり、ちょっ
とざっくりした女性らしいシルエットを引き立てるラインで
す。
胸のロゴマークはLove driveのスーパー耐久の車両をモチーフ
にしたクルマのロゴマークです。

Love driveのスーパー耐久の車両をモチーフにした、新しいロ
ゴマークをカラフルにあしらったマグカップです！
白が綺麗な磁器のマグカップですので、丈夫で長く愛用いただ
けます。車好きな方へのプレゼントにも！

¥ 3,900

Love drive パーカー
¥ 8,900
厚手パーカーなのでオールシーズン防寒にご使用いただけま
す。胸のロゴマークはLove driveのスーパー耐久の車両をモ
チーフにしたクルマのロゴマークです。是非このパーカーで応
援しに来てください！

WEBサイトにてファンクラブグッズ、
観戦プランなど絶賛発売中です！

https://lovedrive.thebase.in

