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(1)  参加大会概要 

 

 大会名称     ： 2022 BF-Goodrich MINT400 

      開催地      ： ネバダ州 ラスベガス USA 

      開催日時     ： 2022年 3月 8日～13日 

      レース形式    ： 1周 100マイル X 4周（640km） 

   スケジュール   ： 3月 8日 イベントスタート 

                9日  レースカーパレードラン 

                10日  選手登録&車検  

                11日   各クラスレース 

               12日   メインイベントレース 

                13日  表彰式 

                               

(2)  参戦概要 

  

 参戦チーム   ：  TEAM  GEOLANDAR-Hilux  

  ドライバー   ： 塙郁夫（SUMMIT RACING PROMOTIONS） 

   Coドライバー ： 塙雄大（SUMMIT RACING PROMOTIONS） 

メカニック   ： 荻原愼哉（TAKE-OFF） 

 レースサポート ： YTC＆TSP 

コーディネーター： Nick 武笠（MKSエンジニアリング） 

 動画撮影    ： 岩渕功尚(Buch Rockフイルム)  

 参戦マシン   ： TRD-HILUX-Revo  

 参戦クラス   ： クラス 7 (6気筒未満アンリミテッドトラック SUV) 

  

(3)   参戦マシン概要 (TRD-HILUX-Revo) 

  

 全長      ： 5,389mm                 

  全幅      ： 1,962mm                 

  全高      ：  1,788mm 

  重量      ： 1,990kg 

  エンジン    ： 8AR-FTS改 ( 直列 4気筒 1998cc ターボ)) 

出力      ： 約 400ps/6,000rpm   501Nm/4,000~4,400rpm 
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  駆動系     ： 6速 AT  フルタイム 4WD 

  タイヤ     ： GEOLANDAR-MT G-003 285/75-17 (市販品) 

  ホイール    ： WORK CRAG T-GRABIC  Bajaスペシャル 

  オイル          ： Verity 

  ランプ     ： PIAA 

 

 

＊ 最小人数での遠征だったが、現地サポートは充実していた。 

 

(4)   リザルト 

クラス 7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・2位完走 

     メインレース、アンリミテッドクラス 64台中、36位 

 

＊ 予選はレース前日に行われたが、今回メカニックが 1 名しか同行出来ず、

決勝に向けての対応が厳しい為、予選は辞退。 

 

＊  コースの悪化により、主催者判断で総合 TOPのマシンが 4周した時点でレ

ース終了。 我々は 4周目のスタートが認められず、3周でゴールとなった。 
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(５)  レース展開(12日メインレース) 

＊メインレース出走マシン(アンリミテッドクラス) 

 

・トロフィートラック ⇒ アンリミテッドトラック＆SUV (800psオーバー) 

・トロフィーSpec  ⇒ エンジン制限付きアンリミテッドトラック＆SUV 

・クラス 1  ⇒ アンリミテッドオープンホイール (オフロードの F-1) 

・クラス 10 ⇒ 2,400cc以下のアンリミテッドオープンホイール 

・クラス 7  ⇒ 6気筒未満エンジンのアンリミテッドトラック&SUV 

 

 GEOLANDAR誕生 25周年企画として挑んだ今年の MINT400。 

我々が出走する 12日のレースは、総合優勝を狙う最強のマシンが揃うメインイ

ベント。レース専用の軽量パイプフレームに大径タイヤ + ハイパワーマシン揃

いの中で、気が付けば我々の HILUXが唯一の市販車ベースのマシンでした。 

同じクラスの HONDAリッジラインにしても、トロフィートラックと同じシャ

シーに 40 インチ外径タイヤ＋NSX 用の V6 エンジンにターボを追加した正に

“バケモノ”。余りにもマシンスペックが違い過ぎる為、我々は「自分たちのベ

ストな走り」を目指す事に専念。 市販車の基本コンポーネントで仕上げたマ

シンに、市販品そのままのタイヤでどこまで通用するか、と言う挑戦です。 

 当然の事ながら、最後尾からのスタートとなるが、前日からコースを使って

いるにしても、今年のコースの荒れ様は例年に無い酷さだ。スタート直後の緩

やかな山岳路は既に掘り返され、岩盤むき出しの深い轍になっていた。前回の

ラリー仕様 HILUXでの苦い教訓から、サスのストロークは 2倍、タイヤも 32

から 34インチ外径へとバージョン UPして来たが、その分が相殺される位にコ

ースが荒れていた。 例年MINT400 は 3月に開催されて来たが、昨年はコロナ

の影響で 12月に延期開催、僅か 3ヵ月しかインターバルが無かった為、コース

が自然修復出来なかった事が大きく影響していると思われる。 

 そんな中、スタート後僅か 20 マイルで R 右ホイールのインナーリムを曲げ

てしまった。コース上の段差を慎重に超えたつもりだったが、埋もれた岩盤の

攻撃力は想像を超えていた。 それ以降は更に慎重な走行を心掛け、トラブル

も無く順調に走り続けるが、周回を重ねる毎に轍は更に深く岩がむき出しにな

り、3 周目になるとコースの半分位はアンダーガードを路面に擦り付けながら

の走行を強いられた。その頃になると、流石にコースのあちらこちらにパンク

や自爆でストップしているマシンが増えて来るが、それでも彼らは常に一か八

かの全開走行。ナビにはコースよりも常に後ろから迫るトロフィートラックに
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注意するよう指示するが、埃の中でも我々の倍のスピードでカッ飛んで来る彼

らはまるで映画の“ジョーズ”。 必死に避けていたにも拘らず、2回もリアに

嚙みつかれたが、テールランプを食い千切られただけで大事に至らなかったの

は、不幸中の幸いだった。 

 そんな過酷なコース状況だが、唯一楽しめるのがメインピット近くのドライ

レイクからスタジアムセクション。ドライレイクは野球も出来そうな程フラッ

トな路面で、ここなら市販車ベースの HILUX でも迷わず全開走行が出来る。 

一度ここの入り口でトロフィートラックと勝負になったが、TRDパワー炸裂で

175km までは互角の勝負が出来た！（予想外のリミッター作動で敗退したが） 

スタジアムコースも、岩が無くフラットに整地されているので、巨大なジャン

プセクションも遠慮なく跳べる！ 進化した HILUX の性能を実感出来るセク

ションで、ストレス発散にもなった。 

 ゴール後、「先行していた HONDA リッジラインが止まっている！」との情

報が入り、「もし４周目を走らせて貰えていたら」との思いも有ったが、全体的

に見れば、まるで拷問に逢っている様なレース内容の中、マシンにもタイヤに

も大きなトラブルも無く、無事ゴールする事ができた事は、大きな収穫だった。 

 

 

 

 

＊岩が埋もれたモーグル状のコースが多く、乗員の息が一瞬止まる程マシン下

部を打ち付けながらの走行が続いたが、TRD-HILUXはタフに耐え抜いた。 
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 まとめ                      

 

 ブランドの誕生以来、常に市販タイヤの性能評価、開発を目的にレース活動

を続けてきた「TEAM GEOLANDAR」。 その 25 周年記念企画となった今回

のMINT400に、同じく市販車をベースに進化熟成を進めてきた「TRD-HILUX-

Revo」で参戦できた事は、とても意義深く光栄な事でした。 ご協力頂いた皆

様には、改めて感謝致します。  

 成績だけを求めるのであれば、現地 TEAMに任せ、レースに合わせ現地で製

作したマシンで参戦するのが BEST ですが、それでは我々の血肉にはならない

との思いから、不利は承知の上で本場アメリカのレース参戦を続けています。 

 嬉しい事に、モータースポーツが文化として定着し、見る目も肥えた現地の

多くの人々から、「市販車でよく走り切れたな、すごいぞ！」とか、「やっぱり

HILUXはクールでカッコいい」等、自分たちのスタイルで挑戦している事、そ

して、日本製のマシンもタイヤもトラブル無く過酷なレースを完走出来たこと

に高い評価を貰えたことが、一番の成果だと思います。 

 確かな手応えを感じる事が出来た今回のレース。 この経験を活かし、更に

チャレンジを進めていきたいと考えていますので、引き続きご支援・ご協力を

お願い致します。   有難う御座いました。 

 

     

 

2022 年 3月 SUMMIT RACING PROMOTIONS 代表 塙 郁夫 


