In the FIM ARRC Round 4 at Chang International Circuit, Buriram, Thailand, 2014
SuperSports 600cc Champion Zaqhwan Zaidi joins back the team to replace #52 Zamri
Baba who is recuperating from injuries.
During Free Practice 3, #72 Yuki Takahashi break the record the lap record with the
time of 1.38.438s in lap 13 after the mechanic makes a perfect setting on the machine.
At Qualifying, #72 Yuki takes pole position ahead of the 2nd position rider with the gap
of 0.599s while #1 Zaqhwan takes 4th position on the starting grid.
The weather on Race 1 was cloudy, when the race start #72 Yuki Takahashi get away
from the leading group in turn 3 making a consistent lap between 1.39s and 1.40s
leaving behind the 2nd place by the gap of 6.571s and takes home the chequed flag
while #1 Zaqhwan finishes in 7th position.
On Race 2, the race was intense as all rider on the front grid gave and amazing battle
during the 1st lap as they tried to get away from the pack but unfortunately #59
Ratthapong from AP Honda crash turn 5 on 6th lap making #72 Yuki Takashi get his
run away from the 2nd group and taking his 1st double win in the FIM Asia Road
Racing while #1 Zaqhwan finishes 7th position.
Zaqhwan comment he will do his best better on Round 5 Losial Circuit, Qatar as he just
got back from the Moto2 and need to get use to his riding style back on the SuperSports
series.
Now Musashi Boon Siew Honda regain back the overall rider championship by #72 Yuki
Takahashi and team overall championship standings in the SuperSports 600cc.
Thank you to all the support from Honda, Musashi and all the sponsors.
We will try as hard as possible to defend our title.
See you all on 30 September 3 October 2015 in the Qatar.

RELEASED:15 September 2015

Race Report

⾼橋選⼿、今季初のダブルウィンを達成すると共に

ポイントリーダーへ返り咲く！
FIMアジアロードレース選⼿権第4戦がタイはブリーラムにあるチャン・インターナショナルサーキット
で⾏われ、昨年Super Sports 600ccで年間チャンピオンに輝いたZaqhwan Zaidi選⼿(#1)が怪我から
回復中のZamri Baba選⼿(#52)の代役としてこのチームに戻り参戦。

フリープラクティス 3 にてメカニックの完璧な仕上げに対し⾼橋裕紀選⼿(#72)が13周⽬に1.38.438
秒という驚異的なタイムを叩き出しコースレコードを更新。

予選では2位のライダーに0.599秒の差を付け⾼橋裕紀選⼿が堂々とポールポジションを獲得し、
Zaqhwan Zaidi選⼿は4位からのスタートとなる。

レース1は曇り空の中レースがスタートし、ポールポジションからスタートした⾼橋裕紀選⼿がトップ
グループの中でも⾶び出す形となり、ラップタイムを1分39秒〜1分40秒台とコンスタントに週回数を重
ねていき、2位を最終的に6.571秒引き離しての優勝を飾り、Zaqhwan Zaidi選⼿は7位でレース1を終え
る。

レース2では序盤からいきなりトップが⽬まぐるしく⼊れ替わるバトルの連発でRatthapong Wilairot
選⼿(#59)が⼀度トップを奪うものの6周⽬の5コーナーで転倒し2位に付けていた⾼橋裕紀選⼿が再び
トップに浮上。そのままトップグループを引き離しFIMアジアロードレース選⼿権での初のダブルウィン
を達成。Zaqhwan Zaidi選⼿も7位でチェッカーを受けた。

Zaqhwan Zaidi選⼿はレース後のコメントで次戦のカタールで⾏われるロサイル・インターナショナル
サーキットでは更に⾃分のベストを尽くしよりいいポジションでレースするとのこと。
Moto2 から復帰したばかりでの1戦⽬なので、またSuperSports Seriesの感覚を戻したいところ。

第4戦終了時で#72

⾼橋裕紀選⼿が選⼿権のポイントリーダーに返り咲き、Musashu

HondaとしてもSuperSports

Boon

Siew

600ccクラスのポイントリーダーになりました。Honda様、Musashi様、

そして全てのスポンサーの皆様に感謝したいです。この先も全⼒を尽くしまたタイトル獲得に向けて励み
たいと思います。次戦2015年 9/30〜10/3に⾏われる、カタールでまたお会いしましょう！
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