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６月６日に第１回、８月２９日に第２回が行われた女の子だけの走行会、ＧＡＬ１♥グ

ランプリ。十勝が今季は営業を続けることが出来るという事で、今シーズン３回目の

ＧＡＬ１が先日行われた。徐々に参加台数も増え、人気が出つつあるＧＡＬ１♥グラン

プリ。今回は毎年初夏と秋に行われていて大人気の「ライアファクトリー＆ジークフ

リード走行会」の中の特別枠で番外編として開催。 この特別枠、ＧＡＬ１専用走行枠

がもうけられ、しかも女の子のエントリーは１万円と格安の走行イベントとなっている。

もちろん、通常のライア＆ジーク枠も走れるんだからかなりのお得。元々人気のある

ライア＆ジーク走行会にさらにＧＡＬ１が加わった事により、全体のエントリー台数も

増え、華やかさも普段以上でおじさま達はいつになく張り切った！？かも。エントラン

トもヤングなギャルからアダルトなギャルまで実に１４人が集結。午後からの走行を

お腹いっぱい楽しんでいた。今回は、そのエントラントの簡単な紹介をしたいと思い

ます。男子顔負けのタイムを出してきたり、チューンを自分でやったり、様々なギャル

が登場します。お楽しみにっ。

沖本沖本沖本沖本 とも／ＦＤ３Ｓとも／ＦＤ３Ｓとも／ＦＤ３Ｓとも／ＦＤ３Ｓ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム52”517
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ＧＡＬ１♥グランプリの仕掛け人、ともちゃん。ＳＷ２０からＦＤ３Ｓに乗

り換えていよいよ本格的にタイムアタックに参戦。モータースポーツ

キャリアは…もうだいぶ経ちますよね？体中にアザを作りながらマシ

ンをイジル姿はもうすっかりお馴染みかもしれません。まだまだタイム

に満足がいかないようなので、今シーズンの残りでどこまでタイムが

伸ばせるかが楽しみです。

第１回ベストタイム第１回ベストタイム第１回ベストタイム第１回ベストタイム 53”730

第２回ベストタイム第２回ベストタイム第２回ベストタイム第２回ベストタイム 54”064

藤川藤川藤川藤川 美那実／ＺＺＴ２３１美那実／ＺＺＴ２３１美那実／ＺＺＴ２３１美那実／ＺＺＴ２３１ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム1’01”261

このセリカ、ドレコンではよく見かけていました。車祭でも

賞を取っていたりしていましたが、サーキットもいけるマシ

ンだったんですね。藤川サン実は峠を走ったりもしていて、

ドレコンが近くなると飛び石が気になるから自重したりと気

を使っていたようですが、今シーズンからはいよいよサー

キットに本格参戦することを決めたそうです。で、このマシ

ンのメンテ、外装以外は自分でやるそうです。トラストの

スーパーチャージャーキットも自分で取り付けたそうです。

踏みっぷりもだんだん良くなって、男子顔負けでした。

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 1’05”594

２回目のＧＡＬ１♥グランプリ参戦でいきなり

４秒半ほどタイムを縮めてきました。来年の第

４回のタイムが今から楽しみです。
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中村中村中村中村 涼子／Ｓ１４涼子／Ｓ１４涼子／Ｓ１４涼子／Ｓ１４
ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム59”933

ＧＡＬ１♥グランプリ皆勤賞の中村サン。

今回は来シーズンまでのつなぎの暫定エ

ンジンを搭載しての参加となった。中村サ

ンのサーキット歴は８年目に突入。元々Ｓ

１３で走っていたが、昨年Ｓ１４にマシン

チェンジ。普段のメンテは旦那さんがやっ

てくれるという事で、当日も万全のサポー

ト体制での参戦でした。暫定エンジンとい

う事でやはり若干調子が悪そうだったが、

この冬にはキッチリＮＥＷエンジンを組む

そうで、来シーズンは更なるタイムアップ

を狙っていた。

第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム 1’01”147

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 59”886

今回は第２回のベストタイムには及ばなかったが、それでも

コンスタントに５９秒台を出していた。確かまだ今シーズンは何

回か走ると言っていたので、来年のＧＡＬ１までに何秒縮めてく

るかが楽しみ。

酒井酒井酒井酒井 郁子／ＣＬ７郁子／ＣＬ７郁子／ＣＬ７郁子／ＣＬ７

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム1’01”769

酒井サンもＧＡＬ１♥グランプリ皆勤

賞の一人。無限エアロをまとった、北

海道のサーキットでは珍しい現行ア

コードセダンでイベントを満喫していた。

今春からサーキットを走り始め、マシン

は足回りや吸排気系のライトチューン。

メンテナンスはショップにお願いして、
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賞の一人。無限エアロをまとった、北

海道のサーキットでは珍しい現行ア

コードセダンでイベントを満喫していた。

今春からサーキットを走り始め、マシン

は足回りや吸排気系のライトチューン。

メンテナンスはショップにお願いして、

自分も今現在勉強しているとのこと。

酒井サンはご家族でサーキットを楽し

んでいるという事で、大変うらやましい

家庭環境です。オートワンが無くなって

しまった事が残念だそうで、「早く復活

してください！！」とおっしゃっていまし

た。関係者の方、見てますか？(笑)

第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム 1’02”729

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 1’00”553

ちょっとだけコース外に出てみたりもしていたようですが、それだけ

アタックしている証拠。タイムも少しずつ縮まってきていて、安定した

タイムが出せるようになってきていました。目指せ！！１分切り！！

中田中田中田中田 麻美／ＤＣ２麻美／ＤＣ２麻美／ＤＣ２麻美／ＤＣ２
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当日一番の心の残りだったのは化粧

をしていなかった事だと話したのはＤＣ２

に乗り換えて本格的にサーキットアタッ

クを始めた中田サン。とにかく目力が弱

かったようなので、次回はそっちのメン

テもお願いします(笑)本格的に走り始め

て２年目だそうで、タイムも５４秒台に突

入。キャリアを考えると、今後がちょっと

怖いくらいの成長っぷり。普段のメンテ

ナンスは「car maintenance garage 

YELLOW」でメンテしているそうです。釧

路の黄色いシビックの尾川さんのお店

ですね。前日も、留守番（バイト？）して

いたそうです。

第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム 59”267

第２回目が出場できなかったので、今回で２回目のＧＡＬ１♥グラ

ンプリ出撃となった。普段もジュニ耐などのイベントに出ているおか

げか、タイムが一気に縮まった。この勢いだと５４秒前半も目の

前！？末恐ろしい逸材かもしれません…。

中村中村中村中村 涼子／Ｓ１４涼子／Ｓ１４涼子／Ｓ１４涼子／Ｓ１４
ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム59”933

ＧＡＬ１♥グランプリ皆勤賞の中村サン。

今回は来シーズンまでのつなぎの暫定エ

ンジンを搭載しての参加となった。中村サ

ンのサーキット歴は８年目に突入。元々Ｓ

１３で走っていたが、昨年Ｓ１４にマシン

チェンジ。普段のメンテは旦那さんがやっ

てくれるという事で、当日も万全のサポー

ト体制での参戦でした。暫定エンジンとい

う事でやはり若干調子が悪そうだったが、

この冬にはキッチリＮＥＷエンジンを組む

そうで、来シーズンは更なるタイムアップ

を狙っていた。

第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム 1’01”147

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 59”886

今回は第２回のベストタイムには及ばなかったが、それでも

コンスタントに５９秒台を出していた。確かまだ今シーズンは何

回か走ると言っていたので、来年のＧＡＬ１までに何秒縮めてく

るかが楽しみ。

酒井酒井酒井酒井 郁子／ＣＬ７郁子／ＣＬ７郁子／ＣＬ７郁子／ＣＬ７

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム1’01”769

酒井サンもＧＡＬ１♥グランプリ皆勤

賞の一人。無限エアロをまとった、北

海道のサーキットでは珍しい現行ア

コードセダンでイベントを満喫していた。

今春からサーキットを走り始め、マシン

は足回りや吸排気系のライトチューン。

メンテナンスはショップにお願いして、

自分も今現在勉強しているとのこと。

酒井サンはご家族でサーキットを楽し

んでいるという事で、大変うらやましい

家庭環境です。オートワンが無くなって

しまった事が残念だそうで、「早く復活

してください！！」とおっしゃっていまし

た。関係者の方、見てますか？(笑)

第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム 1’02”729

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 1’00”553

ちょっとだけコース外に出てみたりもしていたようですが、それだけ

アタックしている証拠。タイムも少しずつ縮まってきていて、安定した

タイムが出せるようになってきていました。目指せ！！１分切り！！

中田中田中田中田 麻美／ＤＣ２麻美／ＤＣ２麻美／ＤＣ２麻美／ＤＣ２

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム54”815

当日一番の心の残りだったのは化粧

をしていなかった事だと話したのはＤＣ２

に乗り換えて本格的にサーキットアタッ

クを始めた中田サン。とにかく目力が弱

かったようなので、次回はそっちのメン

テもお願いします(笑)本格的に走り始め

て２年目だそうで、タイムも５４秒台に突

入。キャリアを考えると、今後がちょっと

怖いくらいの成長っぷり。普段のメンテ

ナンスは「car maintenance garage 

YELLOW」でメンテしているそうです。釧

路の黄色いシビックの尾川さんのお店

ですね。前日も、留守番（バイト？）して

いたそうです。

第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム 59”267

第２回目が出場できなかったので、今回で２回目のＧＡＬ１♥グラ

ンプリ出撃となった。普段もジュニ耐などのイベントに出ているおか

げか、タイムが一気に縮まった。この勢いだと５４秒前半も目の

前！？末恐ろしい逸材かもしれません…。



福士福士福士福士 香澄美／ＣＥ９Ａ香澄美／ＣＥ９Ａ香澄美／ＣＥ９Ａ香澄美／ＣＥ９Ａ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム59”887

今回がＧＡＬ１♥グランプリ初参加となる福士サン。タマ数が少なくなったとはいえ、まだまだ現役のサーキットマシンで

あるＣＥ型のランエボⅢで参加。普段はＳＣＬを月１ペースで走りに行っており、去年からこのエボⅢに乗っている。驚い

たのは、マシンのメンテは全て自分でやっているという事。ロールバー入りのバリっと仕上がったマシンで、ＧＡＬ１初参

加で１分を切ってきた。マシンはエンジンはノーマルで、足回りと吸排気のライトチューン。ＧＡＬ１にまた一人有望株が登

場した。男子諸君、うかうかしていられないかも。

新山新山新山新山 幸恵／ＧＣ８幸恵／ＧＣ８幸恵／ＧＣ８幸恵／ＧＣ８

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’01”621

こちらもすっかりＧＡＬ１♥グランプリ

の常連となった新山サン。今年から

本格的にサーキットを走り始め、マ

シンは後期ルックのＧＣ８インプレッ

サ。マシンのメンテはメラピンセリカ

を操る村上さんが主にメンテしてくれ

ているそうです。残念ながらトラブル

で最後まで走り切れなかったけれど、

福士福士福士福士 香澄美／ＣＥ９Ａ香澄美／ＣＥ９Ａ香澄美／ＣＥ９Ａ香澄美／ＣＥ９Ａ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム59”887

今回がＧＡＬ１♥グランプリ初参加となる福士サン。タマ数が少なくなったとはいえ、まだまだ現役のサーキットマシンで

あるＣＥ型のランエボⅢで参加。普段はＳＣＬを月１ペースで走りに行っており、去年からこのエボⅢに乗っている。驚い

たのは、マシンのメンテは全て自分でやっているという事。ロールバー入りのバリっと仕上がったマシンで、ＧＡＬ１初参

加で１分を切ってきた。マシンはエンジンはノーマルで、足回りと吸排気のライトチューン。ＧＡＬ１にまた一人有望株が登

場した。男子諸君、うかうかしていられないかも。

新山新山新山新山 幸恵／ＧＣ８幸恵／ＧＣ８幸恵／ＧＣ８幸恵／ＧＣ８

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’01”621

こちらもすっかりＧＡＬ１♥グランプリ

の常連となった新山サン。今年から

本格的にサーキットを走り始め、マ

シンは後期ルックのＧＣ８インプレッ

サ。マシンのメンテはメラピンセリカ

を操る村上さんが主にメンテしてくれ

ているそうです。残念ながらトラブル

で最後まで走り切れなかったけれど、

すでに来シーズンに向けてバージョ

ンアップを考えているとか！？早い

復活を期待しています！！

第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム第１回目ベストタイム 1’08”927

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 1’01”596

一体第１回目と第２回目の間に何があったんだろう！？と言うくらいのタ

イムアップを果たした新山サン。何回か走りに行っているとはいえ、お見事

です。今回は台数も多かったせいかベスト更新とはならなかったが、来

シーズンはもっとタイムを縮めてくるはず！？

村松村松村松村松 真諭子／ＥＫ９真諭子／ＥＫ９真諭子／ＥＫ９真諭子／ＥＫ９

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム １’１’１’１’06”347

今回がサーキット走行２回目となった村松サン。一番最初の

サーキット走行は実は第２回のＧＡＬ１♥グランプリ。村松サンの

旦那さんはＣＬ１のトルネオユーロＲでサーキット走行を楽しんで

いて、夫婦でサーキットライフを満喫している。普段のメンテナン

スはその旦那さんが担当しているそうで、チューン内容はマフ

ラー、ブレーキパッド等のライトチューン。今回の感想は「上手な

人のラインが見れて良かったです！！」と、満足いく収穫のあっ

た一日だったようだ。

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 1’06”525

２回目の参戦となった今回、タイムは若干ながらベスト更新となった。旦那さんも

サーキット走行を楽しんでいるので、夫婦でこれからどんどん競い合って、二人とも

タイムを伸ばしていってくださいネ。



土井土井土井土井 教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’07”309

ＭＲ－Ｓでサーキットを楽しんでいる土井サン。サーキットキャリアは５年ほどで、昨年ＦＤ３ＳからＭＲ－Ｓに

マシンチェンジ。マシンのメンテナンスは旦那さんが店長を務める「Ｐｒｏ Ｉ’ｓ ＪＡＰＡＮ」でメンテしているそう。

その旦那さんは当日はＳＵＮ耐でも使用した赤いＥＫで一緒に走行を楽しんでいた。ＧＡＬ１♥グランプリには初

めての参加で、来シーズンも難しいと言われるＭＲマシンを巧みに操る姿を楽しみにしています。

久松久松久松久松 みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 59”254

４年ほど前から走り始めたという久

松サン。フロントガラスには何故か

初心者マークが。そのワケを聞いて

みると「自分への戒めの意味も込め

て、初心に戻ってタイムを出せよって

いうね。」との事。なるほど、実は

サーキットを走るうえで一番大事な

土井土井土井土井 教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’07”309

ＭＲ－Ｓでサーキットを楽しんでいる土井サン。サーキットキャリアは５年ほどで、昨年ＦＤ３ＳからＭＲ－Ｓに

マシンチェンジ。マシンのメンテナンスは旦那さんが店長を務める「Ｐｒｏ Ｉ’ｓ ＪＡＰＡＮ」でメンテしているそう。

その旦那さんは当日はＳＵＮ耐でも使用した赤いＥＫで一緒に走行を楽しんでいた。ＧＡＬ１♥グランプリには初

めての参加で、来シーズンも難しいと言われるＭＲマシンを巧みに操る姿を楽しみにしています。

久松久松久松久松 みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 59”254

４年ほど前から走り始めたという久

松サン。フロントガラスには何故か

初心者マークが。そのワケを聞いて

みると「自分への戒めの意味も込め

て、初心に戻ってタイムを出せよって

いうね。」との事。なるほど、実は

サーキットを走るうえで一番大事な

事かもしれません。ライトチューンな

がらもキチッとしたマシン作りで、気

持ち良さそうに安定したタイムで走

行していた。

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 1’00”130

今回がＧＡＬ１♥グランプリ２回目の参戦。ベストタイムも更新してきた。

イベントのリザルト等を見ていると、結構久松サンの名前を見かけるよ

うな気がします…。それだけ走りこんでいる証拠でしょうね。

鈴木鈴木鈴木鈴木 律子／ＺＺＷ３０律子／ＺＺＷ３０律子／ＺＺＷ３０律子／ＺＺＷ３０

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’04”121

第２回はエントリーこそしていたものの残念ながら欠場となってしまった鈴木サン。今回は念願かなってのＧＡＬ１参

加となった。このＭＲ－Ｓには４年ほど前から乗っているそうで、普段のメンテナンスは全てディーラーと言う優等生。

最近は少し台数が寂しくなってきたＭＲ車両。貴重な乗り手として、ぜひ今後も引き続き走り続けてもらいたいですね。

土井土井土井土井 教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０教子／ＺＺＷ３０ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’07”309

ＭＲ－Ｓでサーキットを楽しんでいる土井サン。サーキットキャリアは５年ほどで、昨年ＦＤ３ＳからＭＲ－Ｓに

マシンチェンジ。マシンのメンテナンスは旦那さんが店長を務める「Ｐｒｏ Ｉ’ｓ ＪＡＰＡＮ」でメンテしているそう。

その旦那さんは当日はＳＵＮ耐でも使用した赤いＥＫで一緒に走行を楽しんでいた。ＧＡＬ１♥グランプリには初

めての参加で、来シーズンも難しいと言われるＭＲマシンを巧みに操る姿を楽しみにしています。

久松久松久松久松 みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９みさえ／ＥＫ９

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 59”254

４年ほど前から走り始めたという久

松サン。フロントガラスには何故か

初心者マークが。そのワケを聞いて

みると「自分への戒めの意味も込め

て、初心に戻ってタイムを出せよって

いうね。」との事。なるほど、実は

サーキットを走るうえで一番大事な

事かもしれません。ライトチューンな

がらもキチッとしたマシン作りで、気

持ち良さそうに安定したタイムで走

行していた。

第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム第２回目ベストタイム 1’00”130

今回がＧＡＬ１♥グランプリ２回目の参戦。ベストタイムも更新してきた。

イベントのリザルト等を見ていると、結構久松サンの名前を見かけるよ

うな気がします…。それだけ走りこんでいる証拠でしょうね。

鈴木鈴木鈴木鈴木 律子／ＺＺＷ３０律子／ＺＺＷ３０律子／ＺＺＷ３０律子／ＺＺＷ３０

ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’04”121

第２回はエントリーこそしていたものの残念ながら欠場となってしまった鈴木サン。今回は念願かなってのＧＡＬ１参

加となった。このＭＲ－Ｓには４年ほど前から乗っているそうで、普段のメンテナンスは全てディーラーと言う優等生。

最近は少し台数が寂しくなってきたＭＲ車両。貴重な乗り手として、ぜひ今後も引き続き走り続けてもらいたいですね。



黒田黒田黒田黒田 真美／ＡＰ１真美／ＡＰ１真美／ＡＰ１真美／ＡＰ１ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 59”263

サーキット走行歴１０年の黒田さん。このＳ２０００、どこかで見た事あると思ったら、北海道ＧＴシリーズにも参戦している黒

田さんの奥様なんですね。と言う事でメンテは全て旦那さんがやってくれるそうです。タイヤ交換のお手伝いくらいなら、という

黒田さん。でもタイムは１分切ってきました。旦那さん、気を抜くと追い抜かれちゃいますよっ。

黒田黒田黒田黒田 真美／ＡＰ１真美／ＡＰ１真美／ＡＰ１真美／ＡＰ１ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 59”263

サーキット走行歴１０年の黒田さん。このＳ２０００、どこかで見た事あると思ったら、北海道ＧＴシリーズにも参戦している黒

田さんの奥様なんですね。と言う事でメンテは全て旦那さんがやってくれるそうです。タイヤ交換のお手伝いくらいなら、という

黒田さん。でもタイムは１分切ってきました。旦那さん、気を抜くと追い抜かれちゃいますよっ。

八木八木八木八木 由里／ＫＫ４由里／ＫＫ４由里／ＫＫ４由里／ＫＫ４ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 59”967

どこかで見た事あるヴィヴィオが走っていると思ったら、エイムスポーツさんの軽耐久用ヴィヴィオじゃありませんか。ドライ

バーは鈴木サンとコンビを組んで軽耐久を走っている八木サン。キャリアは６年ほどだが途中しばらくブランクがあり、再ス

タートを切ったのは２年ほど前。スーパーチャージャーサウンドを響かせながらリッターカー顔負けのアタックを見せていた。

どうやら当日は来るべき１１月８日の「A.S.H. cup Kcar5H+ロスタイム耐久 GPコーススペシャル」の練習に来ていたようです。

西西西西 麻衣子／フィット・ＣＲ－Ｖ麻衣子／フィット・ＣＲ－Ｖ麻衣子／フィット・ＣＲ－Ｖ麻衣子／フィット・ＣＲ－Ｖ ベストタイムベストタイムベストタイムベストタイム 1’01”928

最後はサーキット界で一番有名かもしれないＧＡＬ、西サン。サーキット歴は実に１５年位！！こうやって走行会で走る

のは５年ぶりくらいとのこと。たぶん、最後に走ったのはＳＵＮ耐になる前のＡＣＬ３耐ですよね。最初はＣＲ－Ｖでちょろっ

と走っていたみたいですが、やっぱり我慢できなくなったのか借り物フィットで急きょ参戦。相変わらずカメラを見つけると

走行中でもカメラ目線なんですね。



☝ 最近のギャルは自分で男らしい応急処置もしちゃ

うんです。ブイテックの天敵、オーバークールの対処で

ラジエター前に段ボールを詰め込んでます。

☟ こうやって近いタイム同士で競い合うとやっぱり

タイムも伸びる！？来シーズンの同じ時期にみんな

どれくらいタイムが伸びているのか楽しみです。

☝十勝平原のＰＡから日勝峠方面を眺めてみまし
た。どんより雲に覆われて虹も出てますね。ちょっと

天気が心配でしたが…。

☟現地は風こそ強かっものの、超快晴。ギャル達
の執念…いや、想いが通じたのか気持ちのいい一

日でした。札幌は大変な天気だったようですね。

☝ 最近のギャルは自分で男らしい応急処置もしちゃ

うんです。ブイテックの天敵、オーバークールの対処で

ラジエター前に段ボールを詰め込んでます。

☟ こうやって近いタイム同士で競い合うとやっぱり

タイムも伸びる！？来シーズンの同じ時期にみんな

どれくらいタイムが伸びているのか楽しみです。

３回目（番外編だから２．５回目？）となるＧＡＬ１♥グランプリも無事に終了しました。毎回初参加の

ギャルが必ず出てきているようなので、来年からはさらにエントラントの数も増える事間違いなし。来

年にはエントリー２０台も夢じゃないかもしれませんね。今回はライアファクトリー＆ジークフリード走

行会と同時開催という形で行われたこのイベント。ライアファクトリーの関川サンもギャルが沢山参加

して嬉しかった（？）のか、来年も開催したいと言っていたそうです。毎年ライア＆ジーク走行会は年

２回。それと別でＧＡＬ１♥グランプリ占有走行での開催も予定されているので、来年は今年以上に盛

り上がりを見せる事でしょう。参加してくれたエントラントも、自分で車をチューンしてきたり、旦那さん

と一緒に参加したりと個人個人が伸び伸びと参加して楽しんでいたのが印象的でした。これが来年

以降もずっと続くイベントになれば、ちょっと元気のない北海道のモータースポーツ界の起爆剤にな

るのも夢じゃないと思います。今一番大切なのはサーキット人口の新規開拓。ちょっと周りで走って

みたいんだけど、って思っている人がいたらぜひ誘ってみてください。もちろん、男性陣も負けてはい

られません。今回みたいにライア＆ジーク走行会と同時開催の場合はタイム勝負だって楽しめます

よっ。主催のともちゃんは、これから来るオフシーズンにも折角なので集まれる機会を、って事で忘

年会なんかも考えているようです。ｍｉｘｉ、みんカラのコミュでも告知されるようなので気になる方はす

ぐにチェック！！番外編、参加したエントラントのみなさん、お疲れ様でした！！

ｒｅｐｏｒｔ ｂｙ 西川 圭

ｐｈｏｔｏ ｂｙ 西川 佳奈

☝十勝平原のＰＡから日勝峠方面を眺めてみまし
た。どんより雲に覆われて虹も出てますね。ちょっと

天気が心配でしたが…。

☟現地は風こそ強かっものの、超快晴。ギャル達
の執念…いや、想いが通じたのか気持ちのいい一

日でした。札幌は大変な天気だったようですね。

☜サーキット走行中にここまで堂々とわき見運転し
てるのは、やっぱりこの人。昔っからホントに変わっ

てませんね(笑)。しかも同乗者の方もよく見たらこっ

ち見てます。そろそろ本格的にまた走りませんか？

☝ 最近のギャルは自分で男らしい応急処置もしちゃ

うんです。ブイテックの天敵、オーバークールの対処で

ラジエター前に段ボールを詰め込んでます。

☟ こうやって近いタイム同士で競い合うとやっぱり

タイムも伸びる！？来シーズンの同じ時期にみんな

どれくらいタイムが伸びているのか楽しみです。

３回目（番外編だから２．５回目？）となるＧＡＬ１♥グランプリも無事に終了しました。毎回初参加の

ギャルが必ず出てきているようなので、来年からはさらにエントラントの数も増える事間違いなし。来

年にはエントリー２０台も夢じゃないかもしれませんね。今回はライアファクトリー＆ジークフリード走

行会と同時開催という形で行われたこのイベント。ライアファクトリーの関川サンもギャルが沢山参加

して嬉しかった（？）のか、来年も開催したいと言っていたそうです。毎年ライア＆ジーク走行会は年

２回。それと別でＧＡＬ１♥グランプリ占有走行での開催も予定されているので、来年は今年以上に盛

り上がりを見せる事でしょう。参加してくれたエントラントも、自分で車をチューンしてきたり、旦那さん

と一緒に参加したりと個人個人が伸び伸びと参加して楽しんでいたのが印象的でした。これが来年

以降もずっと続くイベントになれば、ちょっと元気のない北海道のモータースポーツ界の起爆剤にな

るのも夢じゃないと思います。今一番大切なのはサーキット人口の新規開拓。ちょっと周りで走って

みたいんだけど、って思っている人がいたらぜひ誘ってみてください。もちろん、男性陣も負けてはい

られません。今回みたいにライア＆ジーク走行会と同時開催の場合はタイム勝負だって楽しめます

よっ。主催のともちゃんは、これから来るオフシーズンにも折角なので集まれる機会を、って事で忘

年会なんかも考えているようです。ｍｉｘｉ、みんカラのコミュでも告知されるようなので気になる方はす

ぐにチェック！！番外編、参加したエントラントのみなさん、お疲れ様でした！！

ｒｅｐｏｒｔ ｂｙ 西川 圭

ｐｈｏｔｏ ｂｙ 西川 佳奈

☝十勝平原のＰＡから日勝峠方面を眺めてみまし
た。どんより雲に覆われて虹も出てますね。ちょっと

天気が心配でしたが…。

☟現地は風こそ強かっものの、超快晴。ギャル達
の執念…いや、想いが通じたのか気持ちのいい一

日でした。札幌は大変な天気だったようですね。

☜サーキット走行中にここまで堂々とわき見運転し
てるのは、やっぱりこの人。昔っからホントに変わっ

てませんね(笑)。しかも同乗者の方もよく見たらこっ

ち見てます。そろそろ本格的にまた走りませんか？


