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FLEX SHOW AIKAWA Racing 2016 年 GAZOORacing ラリーチャレンジ Rd.3 木曽参戦報告 

 

FLEX	 SHOW	 AIKAWA	 Racing は、2016 年 4 月 24 日 GAZOO	 Racing ラリーチャレンジ	 Rd.3 木曾に、

俳優哀川翔をドライバーにコ・ドライバーには国内ラリーの第一人者ある奴田原文雄選手が務め

参戦し無事に完走を果たしました。	 

前日の 23 日には、哀川翔、奴田原文雄をはじめチーム関係者(FLEX ガールも華を添えました)が

懇親会に出席、木曽町町長をはじめ地元選出の衆議院議員、主催者の TOTOTA(モータースポーツ

担当責任者)担当などの挨拶のあと、指名で哀川が乾杯の音頭をとり、地元の方々との写真撮影

やサインなどに応じるなど懇親を深めその参加の注目度がうかがわれました。	 

明けて 24 日。関東の天気とは一転、晴天の爽やかな空気の中、華やかに開幕いたしました。	 

67 台ものエントリーの中、哀川翔は自身約 1 年半ぶりのラリー。参戦車両は、今年から新設さ

れたクラス TOYOTA	 アクア(C-0	 NHP10)、出場登録車両名 FLEX	 Racing	 ART アクア。	 

イタリア	 スパルコ社の特製オーダーで自身の象徴でもあるゼブラーカラーのレーシングスーツ

を纏った哀川翔は、盟友奴田原文雄とともに早朝から気合十分でセレモニースタートに臨んだ。	 

今ラリーは 2 つのターマック（舗装路）ステージと 1つのグラベル（未舗装路）ステージを午前

と午後で二周し、計 6本の SS（スペシャルステージ）で争われた。	 

特にギャラリーステージとなったグラベルの SS3 では、前日来の雨でかなり路面コンデションが

悪い中、当初の YOKOHAMA	 A036 から前輪を A035 に変えたタイヤチョイスもハマり、ベストタイ

ム 1分 26 秒 1 を叩き出しました。このタイムは C-2 クラス（1500cc ヴィッツクラス）の上位に

割って入る走りでした。	 

そして、無事に完走を果たしました。結果はクラス 4位でしたが、参加者と交流や話題性など大

会の成功に貢献できたと自負しております。	 
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参戦大会概要 

大会名称 GAZOO Racing ラリーチャレンジ Rd.3 木曽 

開催場所 木曽町 

大会日程 2016 年 4 月 24 日 セレモニアルスタート〜SS6〜フィニッシュ 

	 

チーム概要	 

	 

チーム名	 ：	 FLEX	 SHOW	 AIKAWA	 Racing	 

参加車両	 ：	 TOYOTA	 AQUA(C-0	 NHP100)	 

参加車両登録	 FLEX	 Racing	 ART	 アクア	 

参加クラス	 ：GAZOO	 Racing	 ラリーチャレンジ	 C-0 クラス	 

	 	 	 ドライバー／コ・ドライバー	 ：	 哀川翔／奴田原文雄	 

車両メンテナンス:	 Agematsu	 Rally	 Team	 /	 K’s	 FACTORY/	 日本自動車大学校	 

	 	 チームディレクター兼プロデューサー	 ：荒	 行浩(FLEX)	 

	 	 チームマネジメント兼メディアプロデューサー：吉岡	 市雄	 

	 	 公式インフォメーション web	 	 http://www.magicaltv.net/flex_racing/	 

 

 

(哀川翔コメント) この度2016 GAZOORacingラリーチャレンジRd.3 木曾に参加しました。 

久しぶりのラリーでしたがとても楽しんで走ることができました。 

地元の人たちや参加者とも交流を深めることがてきてとても良かったです。 

SS3では、毎年参加してる糠平の氷上ラリーの成果も出て、ベストタイムも出せました。 

自分のラリーの師匠盟友でもある奴田原選手にコ・ドライバーを務めてもらい、そして多くの

方たちにご支援いただき本当にありがとうござました。 

今後ともFLEX SHOW AIKAWA Racingの活動をどうぞよろしくお願いします。哀川翔  
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オフィシャルパートナー ： フレックス株式会社	 FLEX/	 

株式会社クリムソン	 HOKUTO	 Raicng/株式会社	 ハセ・プロ	 MAGICAL	 CARBON/	 PIAA 株式会社

/株式会社	 高野商運	 TAKANO/	 ART	 Agematsu	 Rally	 Team/株式会社	 K’s	 FACTORY/	 

	 エンパイヤ自動車株式会社	 SPARCO	 /横浜ゴム株式会社	 /コールマン	 ジャパン株式会社/

有限会社パーソン	 エムリットフィルター/株式会社	 ダブリュ・エフ・エヌ	 SEV	 	 

	 

 
 

この度オフィシャルパートナーの皆様には、大変お世話になりました。 

謹んで御礼申し上げます。無事完走そして成功裏に終わったのも皆様のご協賛、ご協力があ

ってのものでございます。今後とも FLEX SHOW AIKAWA Racing の活動にご協力ご指導、ご

鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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◆本報告書に関するお問い合わせ先(運営先)◆ 

株式会社マジカル 担当：FLEX SHOW AIKAWA Rac ing メディアプロデューサー吉岡 

TEL ： 03-5703-2333 f lex_racing@magicaltv.net 
フレックス株式会社 担当：荒 行浩 東京都港区北青山 2-5-8 青山 OM スクエア 6F 

TEL ： 03-3470-0111  FAX ： 3404 -0458      Web ： http://flexnet.co. jp/ 

参戦スペック 

	 ・タイヤ/	 YOKOHAMA ADVAN	 A036	 185/60 ︎R15	 185 ︎/60R15 (YOKOHAMA ADVAN	 A035	 185/60 ︎R15)	 

	 ・ホイル/	 クリムソン・HOKUTO	 Racing	 15 ︎×6 ︎.0JJ(F)	 15 ︎×6.0 ︎JJ(R)	 

	 ・ライティング/ドライビングランプ：PIAA製LEDライトバー（１０インチ）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ヘッドライト（ハイ＆ロービーム）：PIAA製LEDヘッドライト用バルブ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ポジションライト：PIAA製LEDポジション用バルブ	 

	 	 	 ・ワイパー/PIAA製	 	 超強力シリコートワイパー	 エアロヴォーグ	 

・	 ボティ/	 ハセ・プロ	 MAGICAL	 CARBON	 	 

・	 他TRD	 RC	 認定部品装着	 

	 	 	 	 FLEX	 SHOW	 AIKAWA	 Racing	 オリジナルラッピング2016Ver.	 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

	 


