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ネッツトヨタ東京(株) 2019 年モータースポーツ活動体制発表

ネッツトヨタ東京株式会社（社長 片山 守、以下ネッツ東京）は、3 月 13 日(水)、201９年モータースポーツ
活動体制を発表いたしました。
4 月 1 日の東京直営販売店融合に伴いチーム名を「GR Tokyo Racing」へと一新、また活動の拠点を
「GR Garage 東京三鷹」に移転し、モータースポーツ活動にチャレンジしていきます。
TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race(以下 86 レース) に、昨シーズンまでクラブマンシリーズに
出場していた社員ドライバーの水谷大介が、プロフェッショナルシリーズにステップアップします。
TOYOTA GAZOO Racing Netz Cup Vitz Race(以下 Vitz レース)に同じく社員ドライバーの長山等、また
昨シーズンから引き続き、長野オリンピック スピードスケート 金メダリストの清水宏保選手が参戦します。
さらに新メンバーとして咲川めり選手を迎えることも併せて発表いたします。
また、お客様のレース参戦サポートにも積極的に取り組みモータースポーツの楽しさをより多くのお客様に
伝えていきます。
一方 TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ(以下ラリー)には、昨シーズンから引き続き塚本奈々美
選手(ドライバー)、寺田昌弘選手(コ・ドライバー)での参戦をするとともに、社員公募ドライバーを起用し C-1
クラス（アクア）、C-2 クラス（ヴィッツ）にそれぞれ挑戦していきます。
＜レース参戦体制＞

■チーム名：ＧＲ Ｔｏｋｙｏ Ｒａｃｉｎｇ
レース名

シリーズ／クラス

参加レース数

86 レース

プロフェショナル

8 戦 (8 戦中)

水谷 大介

5 戦 (5 戦中)

長山 等

5 戦 (5 戦中)

清水 宏保

5 戦 (5 戦中)

咲川 めり

C-3 クラス(86)

6 戦 (12 戦中)

塚本 奈々美／ｺ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 寺田 昌弘

C-1 クラス(アクア)

4 戦 (12 戦中)

社員公募ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ／ｺ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 長山 等

Ｃ-2 クラス(ヴィッツ)

4 戦 (12 戦中)

社員公募ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ／ｺ･ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 咲川 めり

Vitz レース

ＴＧＲラリー

関東シリーズ他
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水谷 大介（みずたに だいすけ）
1982 年 1 月 10 日生まれ、東京都出身
2003 年に FJ1600 でレースデビューし、いきなり史上初の筑波シリーズ、
もてぎシリーズのダブルチャンピオンを獲得
ヴィッツレースでは 2011 年と 2013 年に関東シリーズのチャンピオン
2014 年にはグランドファイナルで優勝し日本一を獲得した
2015 年にはラリーでも優勝し、車種やカテゴリー問わず活躍している
2018 年は 86/BRZ レース クラブマンシリーズに参戦し、シリーズランキング
３位に入賞
お台場のメガウェブで発足した MEGA WEB 戦隊ヴィッツレンジャーの
∨イエローとしても活動。多くの人にクルマの楽しさを伝えながら、
若者のクルマ離れと戦っている

清水 宏保（しみず ひろやす）
1974 年 2 月 27 日生まれ、北海道帯広市出身
長野オリンピックで金メダル 1 個、銅メダル 1 個、ソルトレイクシティ
オリンピックで銀メダルを獲得した元スピードスケートの選手で日本初の
プロスケーター
ワールドカップでは 34 回もの優勝を記録している
現在はスポーツキャスター、タレントとして活躍
クルマやカーレースに興味を持っていたが、昨年 7 月に初出場した
ヴィッツレース北海道シリーズではいきなり予選 4 位という好成績を獲得
2018 年はヴィッツレース関東シリーズにも参加し始めている

咲川 めり（さきかわ めり）
東京都出身
2004 年ドリフトからモータースポーツを始め、2007 年までの間に数々の
大会・コンテストで優勝を獲得
2009 年には活動をレースに移し、NISSAN マーチカップ東日本シリーズ・
スーパー耐久 ST5 に参戦
2014 年からはヴィッツレース関東シリーズに参戦し続けている
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長山 等（ながやま ひとし）
1984 年 3 月 13 日生まれ、埼玉県出身
2004 年ネッツトヨタ東京株式会社にエンジニアとして入社
2014 年よりプライベートにて 86/BRZ レースに参戦
2017 年は 86/BRZ レースと TGR ラリーチャレンジに参戦
2018 年からはヴィッツレースに参戦し、関東シリーズ第 4 戦では
決勝４位と優秀な成績を残している

塚本 奈々美（つかもと ななみ）
ブラジル・サンパウロ出身
86/BRZ レース（13 年～17 年）クラブマンクラス シリーズ参戦
ポルシェカレラカップ（チーム優勝）
、D1 レディースリーグ参戦
2018 年 TGR ラリーチャレンジ参戦（東シリーズ C-3 ランキング 5 位）
映画「新劇場版『頭文字Ｄ』」プロモーションアンバサダー
バンダイナムコ「ドリフトスピリッツ」プロモーションキャラクター
山梨県・やまなし大使（2015 年～）
レーサーリンク ＣＰＯ（チーフプロモーションオフィサー）
女子カート部（ＪＫＢ）部長
ＴＶ番組、雑誌連載含め、数多くのメディアに登場、モデル・タレントとしても活躍

寺田 昌弘（てらだ まさひろ）
1968 年 11 月 5 日生まれ、東京都出身
1990 年、大学生でオーストラリアを縦断するラリーにバイクで参戦
サハラ砂漠が国土の大部分を占めるモーリタニアで、ランドクルーザーに
乗り 3 年に渡り NPO 人道支援活動を展開
ダカールラリーは 1997 年に初参戦し、2011 年、12 年は「チームランドクルー
ザー トヨタオートボデー」のドライバーを務め、2014 年から毎年現場取材を
している
2018 年は TGR ラリーチャレンジにコ・ドライバーで参戦
また 1999 年からプリウスで世界中のエココンシャスなヒト・コト・モノに触れ
る環境体感の旅「ECO-MISSION」に参画
北米大陸横断、ヨーロッパ 8 ヶ国周遊、パリ・ダカール間走破
クルマで体験したことを GAZOO.com にてコラム連載中
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＜開催風景＞

〈お問い合わせ先〉モータースポーツ事業部 塚越・吉川 TEL：03-3410-2386
〒108-8515 東京都港区芝浦 4-8-3 http://www.netz-toyota-tokyo.co.jp/

