
'06全日本ダートトライアル選手権第1戦

三菱ランサー荒井信介選手(CMSC群馬)が 

N3クラス優勝を飾る！ 

三菱ミラージュ河内渉選手(CMSC広島)がDクラス優勝！  

開催日 3月26日(日)

開催場所
栃木県黒磯市 
｢丸和オートランド那須｣

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IX 
 
 
 

D3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：150台(三菱車 68台) 
N1クラス(2WD､N車両､排気量区分無)16台(三菱ミラージュ4台) 
N2クラス(4WD､N車両～1600cc)13台 
N3クラス(4WD､N車両1601cc～)27台(三菱ランサー22台) 
SA1クラス(2WD､SA車両､排気量区分無) 
20台(三菱ミラージュ2台) 
SA2クラス(4WD､SA車両､排気量区分無) 
20台(三菱ランサー14台) 
SC1クラス(2WD､SC車両､排気量区分無) 
10台(三菱ミラージュ他2台) 
SC2クラス(4WD､SC車両､～1600cc)10台 
SC3クラス(4WD､SC車両､1600cc～)14台(三菱ランサー他10台) 
Dクラス(自由改造､排気量区分無)20台(三菱ランサー他14台) 
*ターボ付車両は、本来の排気量の1.7倍にてクラス分けされる。 

 '06JAF全日本ダートトライアル選手権の第1戦(開幕戦)｢KEN MILLENNIUM 

CUP TRIAL in MARUWA｣が、3月26日(日)、栃木県黒磯市の｢丸和オートランド

那須｣で開催された。今年のクラス区分は昨年と同じで、計9クラスで競われる。

同大会はエントリーを合計150台に制限。これにより各選手の技量がハイレベル

で安定した中での戦いとなった。また、入場料を無料としたこともあって多くの観

客が来場。デモランなども行われ、賑やかな開幕戦となった。当日の天候は曇り

のち時々晴れで、路面状況は競技開始前の散水により1本目はハーフウエット

からドライに推移。しかし、インターバルにも散水が行われたため、2本目の序盤

は再びハーフウェット状態に。その後は日が差して路面は乾き、砂利が掃けて

硬い地盤が顔を出すところと、砂利の部分が混在する状況となった。常設の会

場に設けられたコースは丸和らしい豪快なスピードにテクニカルな要素をミック

スさせた設定。前半がテクニカルで、後半がハイスピード中心の設定だった。 

 

 N3クラスでは昨年のチャンピオンで三菱ランサーエボリューションⅨを駆る荒

井信介選手(CMSC群馬)が1本目でただ一人37秒台に入るトップタイムを記録。2

本目ではさらに実力を発揮してタイムアップを果たし、ただ一人35秒台の好タイ

ムで優勝した。また、2本目で大きくタイムを短縮した田崎克典選手(三菱ランサ

ー)が2位入賞。さらに吉村修選手(CMSC大阪・三菱ランサー)が3位など、三菱ラ

ンサーは実に12位までを独占する圧倒的な強さを発揮した。 

 

 また、Dクラスでは三菱ランサーを駆った大井義浩選手(CMSC群馬)が1本目で

トップタイムを記録するが、2本目でタイムの大幅短縮を果たした04 年Dクラスチ

ャンプ、昨年同クラスシリーズ2位の河内渉選手(CMSC広島・三菱ミラージュ)が

逆転で優勝。2位にはミスのない走りを決めた宮入友秀選手(CMSC長野)が続い

て、大井選手(三菱ランサー)は6位入賞となった。 

 

 SA2クラスでは1本目4番手の北島広実選手(CMSC千葉・三菱ランサー)が2本

目で渾身のアタックを決めると北村和浩選手(スバル・インプレッサ)に続く2位入

賞を獲得。櫛田正文選手(CMSC岐阜・三菱ランサー)は1本目2番手から2本目で

大きくタイムアップするが惜しくも逆転はならず、3位に入賞した。さらに竹平素信

選手(三菱ランサー)の4位入賞など、三菱ランサーは上位10台中7台を占めた。 

 

 さらにSC3クラスでは1本目3番手タイムの炭山義昭選手(三菱ランサー)が2本

目で逆転を狙うも小さいミスもあって届かず3位に入賞。丹羽政彦選手が4位、亀

山晃選手が5位など三菱ランサーは上位10台中実に8台を占めた。このほか、

N1クラスでは05年のJAF関東地方選手権N2クラスチャンピオンの平田朋也選手

(CMSC長野・三菱ミラージュ)が見事3位に入賞した。  
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■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35秒875

2 田崎 克典 三菱ランサーエボリューション 1分36秒519

3 吉村 修(CMSC大阪) 三菱ランサーエボリューション 1分37秒571

4 山野 光司(CMSC千葉) 三菱ランサーエボリューション 1分37秒842

5 川崎 勝己(CMSC広島) 三菱ランサーエボリューション 1分37秒855

6 アキマただゆき(CMSC座間) 三菱ランサーエボリューション 1分38秒260

7 赤羽 政幸(CMSC栃木) 三菱ランサーエボリューション 1分38秒370

8 堀内 涼 三菱ランサーエボリューション 1分38秒820

9 飯島 和也(CMSC長野) 三菱ランサーエボリューション 1分38秒892

10 角皆 昭久(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分38秒962

【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36秒136

2 北島 広実(CMSC千葉) 三菱ランサーエボリューション 1分37秒801

3 櫛田 正文(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分38秒215

4 竹平 素信 三菱ランサーエボリューション 1分38秒362

5 小山 茂樹 三菱ランサーエボリューション 1分38秒729

6 佐藤 隆行 三菱ランサーエボリューション 1分39秒097

7 中本 吉彦 スバル･インプレッサ 1分39秒107

8 大竹 公二 スバル･インプレッサ 1分39秒395

9 石戸 昭太郎 三菱ランサーエボリューション 1分39秒673

10 熊川 嘉則 三菱ランサーエボリューション 1分40秒422

■【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34秒332

2 谷田川 敏幸 スバル･インプレッサ 1分34秒458

3 炭山 義昭 三菱ランサーエボリューション 1分35秒074

4 丹羽 政彦 三菱ランサーエボリューション 1分36秒957

5 亀山 晃 三菱ランサーエボリューション 1分37秒089

6 片貝 佳之 三菱ランサーエボリューション 1分37秒766

7 三枝 重光(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分37秒771

8 佐藤 知紀 三菱ランサーエボリューション 1分38秒625

9 須田 行雄 三菱ミラージュ 1分38秒755

10 浦上 智明 三菱ランサーエボリューション 1分38秒838

■【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35秒468

2 宮入 友秀(CMSC長野) 三菱ランサーエボリューション 1分35秒557

3 塩川 貴彦 スバル･インプレッサ 1分35秒757

4 高橋 一志 トヨタ･セリカ 1分36秒041

5 堀内 幸一 三菱FTO 1分36秒120

6 大井 義浩(CMSC群馬) 三菱ランサーエボリューション 1分36秒163

7 渋谷 真 スバル･インプレッサ 1分36秒441

8 鳥居 晴彦 三菱ランサーエボリューション 1分36秒573

9 栗本 利也 スバル･インプレッサ 1分36秒769

10 遠藤 俊明 三菱ランサーエボリューション 1分36秒926

* 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。

 

(c) 2006 Mitsubishi Motors Corporation. All rights reserved.
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