
'05全日本ダートトライアル選手権第4戦 

2005年5月29日(日) 北海道砂川市｢オートスポーツランドスナガワ｣

三菱ランサー荒井信介選手(CMSC群馬)がN3クラス破竹の3連勝！ 

Dクラスで河内渉選手(CMSC広島)がオーバーオールのトップタイムを記録して優勝！  

 

 
 

 
N3クラスで優勝した 

荒井信介選手の三菱ランサーエボリューション 

 
N3クラス2位の 

田崎克典選手の三菱ランサーエボリューションIX 

 
Dクラスで優勝した 

河内渉選手の三菱ミラージュ 

 

参加台数：119台(三菱車54台)
N1クラス(2WD､N車両、排気量区分なし) 17台(三菱ミラージュ1台)
N2クラス(4WD､N車両、～1600cc) 14台
N3クラス(4WD､N車両、1601cc～) 30台(三菱ランサー23台)
SA1クラス(2WD､SA車両 、排気量区分なし)12台(三菱ミラージュ3台)
SA2クラス(4WD､SA車両、排気量区分なし) 15台(三菱ランサー12台)
SC1クラス(2WD、SC車両、排気量区分なし)6台(三菱アスティ1台)
SC2クラス(4WD､SC車両、～1600cc) 5台
SC3クラス(4WD、SC車両、1601cc～) 9台(三菱ランサー4台)
Dクラス(自由改造、排気量区分なし) 11台(三菱ランサー他10台)
※ターボ付き車両は、本来の排気量の1.7倍によりクラス分けされる。

■結果 

【N3クラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

１ 荒井 信介(CMSC群馬) 三菱ランサーエボリューション 1分26秒831

2 田崎 克典 三菱ランサーエボリューションIX 1分27秒117

3 吉村 修(CMSC大阪) 三菱ランサーエボリューション 1分27秒287

4 マサ アカバ(CMSC栃木) 三菱ランサーエボリューション 1分28秒626
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5 長谷川 一寿 三菱ランサーエボリューション 1分28秒990

6 山野 光司（CMSC千葉) 三菱ランサーエボリューション 1分29秒217

7 鈴木 信地郎 三菱ランサーエボリューション 1分29秒344

8 五十嵐 貴右(CMSC道北) 三菱ランサーエボリューション 1分29秒472

9 角皆 昭久(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分29秒510

10 星  盛政(CMSC福島) 三菱ランサーエボリューション 1分29秒643

【SA2クラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 北村 和浩 スバル・インプレッサ 1分26秒165

2 櫛田 正文(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分26秒920

3 伊藤 上司 三菱ランサーエボリューション 1分29秒032

4 山田 善之(CMSC札幌) 三菱ランサーエボリューション 1分29秒598

5 大竹 公二 スバル・インプレッサ 1分29秒690

6 高橋 佳幸 三菱ランサーエボリューション 1分29秒717

7 松波 克知 三菱ランサーエボリューション 1分29秒792

8 豊田 雄一郎 三菱ランサーエボリューション 1分29秒838

9 藤原 広明 三菱ランサーエボリューション 1分30秒698

10 堀江 昌伸 三菱ランサーエボリューション 1分31秒726

【SC3クラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 梶岡 悟 スバル・インプレッサ 1分26秒311

2 平塚 忠博 ダイハツ・ストーリア 1分26秒498

3 炭山 義昭 三菱ランサーエボリューション 1分26秒947

4 亀山 晃 三菱ランサーエボリューション 1分26秒951

5 志賀 彰 ダイハツ・ストーリア 1分27秒491

6 谷田川 敏幸 スバル・インプレッサ 1分28秒039

7 丹羽 政彦 三菱ランサーエボリューション 1分29秒922

8 片貝 佳之 三菱ランサーエボリューション 1分29秒929

9 猪俣 浩一 スバル・インプレッサ 1分33秒265

【Dクラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 河内 渉(CMSC広島) 三菱ミラージュ 1分24秒917

2 高橋 一志 トヨタ・セリカ 1分25秒223

3 高杉 卓志 三菱FTO 1分25秒924

4 江川 博 三菱ランサーエボリューション 1分27秒543

5 塩川 貴彦 スバル・インプレッサ 1分27秒920

6 石井 宏和(CMSC座間) 三菱ランサーエボリューション 1分28秒258

7 鳥居 晴彦 三菱ランサーエボリューション 1分28秒615

8 木戸 達三(CMSC道北) 三菱ミラージュ 1分28秒691

9 山田 ひとみ(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分29秒941

10 和田 俊昭(CMSC広島) 三菱ランサーエボリューション 1分30秒539

 
 '05全日本ダートトライアル選手権第4戦｢北海道ダートスペシャル in スナガワ｣が､5月29日(日)､北海道の｢オートスポーツランドスナガ

ワ｣で開催された｡今年はクラス区分の変更があり、従来の改造部門であるS部門がナンバー付き車両によるSA部門とナンバーなしで改

造範囲の広い車両によるSC部門に区分され、昨年より1つ多い計9クラスで競われる。例年より2か月早く開催された同大会には合計119
台が参加。うち三菱車はN3クラス、SA2クラス、SC3クラス、Dクラスを中心とした7クラスに54台がエントリーし、引き続き人気ぶりをアピー

ルした。当日の天候は晴れ。全国屈指のハイスピードコースとされるスナガワだが、今回もダイナミックな高速区間と共に一部にテクニカ

ルな要素を盛り込んだ設定。走行を重ねることで路面の表面が掃け、硬い地盤が露出したことにより全体に2本目でタイムアップする選

手が多かった。 
 

 N3クラスでは三菱ランサーエボリューションVIII MRを駆って前戦まで2連勝を果たしている荒井信介選手(CMSC群馬)が好調の波に乗っ

て快走。1本目ではゴール直前に姿勢を乱して惜しくもゴール不通過となったが、2本目ではただ一人26秒台に入る文句なしのトップタイ

ムで破竹の3連勝、同大会2002年から4連勝を記録した。また、今季第2戦から三菱ランサーエボリューションIXに乗る田崎克典選手が3
戦連続の2位入賞を果たし、開幕戦優勝の吉村修選手(CMSC大阪)が3位など、三菱ランサーはなんと上位10位までを独占する圧倒的な

パフォーマンスを披露した。一方、出場11台中三菱車が10台を占めたDクラスでは1本目2番手タイムのディフェンディングチャンピオン、

三菱ミラージュの河内渉選手(CMSC広島)が2本目で大幅タイムアップを果たし、今大会の全クラス通算のトップタイムを記録して今季1勝

目。ポイントランキングトップの高杉卓志選手(三菱FTO)は3位入賞で首位の座を堅持した。次にSA2クラスでは開幕戦勝者のベテラン櫛
田正文選手(CMSC岐阜・三菱ランサー)が2本目で北村和浩選手(スバル・インプレッサ)に迫ったが届かず、3戦連続で2位入賞となった。

また、地元北海道出身の伊藤上司選手(三菱ランサー)、山田善之選手(CMSC札幌・三菱ランサー)が健闘して共に全日本戦初入賞とな

る3位、4位で続くなど、地元勢の活躍も目立つ中、三菱ランサーは上位10台中8台を占めた。また、SC3クラスでは前戦優勝の炭山義昭

選手(三菱ランサー)が1本目の7番手タイムからコース上に前走車の落とした障害物があったため再出走となった2本目で大幅にタイムを
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縮めて3位に入賞。炭山選手に0.004秒差につけた亀山晃選手(三菱ランサー)が4位で続いた。さらに、N1クラスでは地元北海道出身の和

泉泰至選手(三菱ミラージュ)が3位入賞を果たした。 

 
* CMSC(コルトモータースポーツクラブ)は、三菱車愛好者を中心としたJAF登録クラブで、東京の本部(会長:木全 巖)および全国24支部(各々独立

JAF登録クラブ)から構成され、現在約700名の会員が活躍しています。詳しくは、CMSCホームページをご覧下さい。

 
 

 

■第4戦終了時のシリーズポイント(全8戦中有効6戦) 
N3クラス

順位 ドライバー 車両 ポイント

1 荒井信介(CMSC群馬) 三菱ランサー 68

2 田崎 克典 三菱ランサー 57

3 吉村修(CMSC大阪) 三菱ランサー 46

4 角皆昭久(CMSC岐阜) 三菱ランサー 22

5 佐藤 隆行 三菱ランサー 18

6 岡 佐都史 三菱ランサー 15

7 鈴木 信地郎 三菱ランサー 13

8 川崎 勝己(CMSC広島) 三菱ランサー 12

9 堀内 涼 三菱ランサー 10

10 マサ アカバ(CMSC栃木) 三菱ランサー 10

SA2クラス

順位 ドライバー 車両 ポイント

1 北村 和浩 スバル･インプレッサ 75

2 櫛田正文(CMSC岐阜) 三菱ランサー 65

3 小山 茂樹 三菱ランサー 22

4 竹平 素信 三菱ランサー 20

5 三浦 禎雄 三菱ランサー 14

6 山倉 英彰 三菱ランサー 12

6 伊藤 上司 三菱ランサー 12

8 中本 吉彦 スバル･インプレッサ 10

8 北原 信彦 三菱ランサー 10

8 山田 善之（CMSC札幌) 三菱ランサー 10

SC3クラス

順位 ドライバー 車両 ポイント

1 梶岡 悟 スバル･インプレッサ 61

2 炭山 義昭 三菱ランサー 52

3 谷田川敏幸 スバル･インプレッサ 51

4 亀山 晃 三菱ランサー 41

5 平塚 忠博 ダイハツ･ストーリア 36

6 志賀 彰 ダイハツ･ストーリア 23

7 丹羽 政彦 三菱ランサー 20

8 森 正 三菱ランサー 8

9 浦上 智明 三菱ランサー 8

9 片貝 佳之 三菱ランサー 8

Dクラス

順位 ドライバー 車両 ポイント

1 高杉 卓志 三菱FTO 50

2 高橋 一志 トヨタ･セリカ 42

3 河内渉(CMSC広島) 三菱ミラージュ 36

4 塩川 貴彦 スバル･インプレッサ 34

5 堀内 幸一 三菱FTO 27

6 和田 俊昭(CMSC広島) 三菱ランサー 22

7 江川 博 三菱ランサー 18

8 鳥居 晴彦 三菱ランサー 14

9 田中 伸彦 三菱ランサー 13

10 松藤 基美 三菱ランサー 12

(c) 2005 Mitsubishi Motors Corporation. All rights reserved.
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