
'08全日本ダートトライアル選手権第1戦 

CMSC選手が開幕戦で３クラスを制覇！ 
N3クラスでCMSC大阪・吉村修選手、SA2クラスでCMSC群馬・荒井信介選手、 

DクラスでCMSC広島・河内渉選手の3名が貫禄の優勝!! 
SA2クラスとDクラスでCMSC選手が1-2-3位を独占!! 

  

2008年3月27日

吉村 修選手(CMSC大阪) N3クラス 

第1戦 優勝(写真) 
 

荒井信介選手(CMSC群馬) SA2クラス 

第1戦 優勝(写真) 
 

河内渉選手(CMSC広島) Dクラス 

第1戦 優勝(写真) 
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櫛田正文選手(CMSC岐阜) SA2クラス 宮入友秀選手(CMSC長野) Dクラス 
第1戦 2位(写真) 

 
第1戦 2位(写真) 

 

北島広実選手(CMSC千葉) SA2クラス 山田ひとみ選手(CMSC千葉) Dクラス 
第1戦 3位(写真) 

 
第1戦 3位(写真) 

 

山野光司選手(CMSC千葉) N3クラス 
第1戦 3位(写真) 

 

 今季開幕戦となる'08全日本ダートトライアル選手権第１戦「KEN MILLENNIUM CUP TRIAL in 
MARUWA」が、３月２３日（日）栃木県黒磯市の「丸和オートランド那須」にて開催され、ＣＭＳＣ選
手３２名がエントリー。Ｎ３クラスで、昨季シリーズチャンピオンのCMSC大阪・吉村修選手（三菱ラ
ンサーエボリューションIX）、ＳＡ２クラスで昨季シリーズチャンピオンのCMSC群馬・荒井信介選手
（三菱ランサーエボリューションIX）、Ｄクラスで３年連続開幕戦を制することとなったCMSC広島・
河内渉選手（三菱ランサーエボリューション）の３名が見事に貫禄の優勝を飾りました。また、ＳＡ
２クラスとＤクラスでCMSC選手が１-２-３位を独占する快挙を達成し、優勝３名を加え６位以内に
計１２名のＣＭＳＣ選手が入賞を果たしました。 

■６位以上のCMSC選手が１２名と大活躍を見せる！ 
 当日の天候は穏やかな快晴。コースは２本目には砂利が掃け丸和特有の岩盤質の硬質路面
が顔を出すドライコンディション。ハイスピードな迫力あるコース設定で争われました。 

 激戦区Ｎ３クラスに２７台エントリーのうちＣＭＳＣから半数を超える１４台が参加。昨季初の全日
本シリーズチャンピオンを獲得したCMSC大阪・吉村修選手が、思い切って攻めたという１本目で
トップタイムをマーク。続く２本目でもトップをキープ。チャンピオンの貫禄を見せる優勝を飾りまし
た。またこの所、速さが光るCMSC千葉・山野光司選手が３位を獲得、４位には復調を見せる
CMSC栃木・赤羽政幸選手が入りました。 

 新たな激戦区のＳＡ２クラスに２８台エントリーのうちＣＭＳＣから９台が参加。昨年３年連続とな
るシリーズチャンピオン（'05、'06年はN3チャンプ）を獲得したCMSC群馬・荒井信介選手は１本目
で堂々のトップタイム。２本目も他を圧倒する力強い走りで２位に２秒以上の差をつけるこちらも
貫禄の優勝を飾りました。２位にはベテランCMSC岐阜・櫛田正文選手、３位は昨季前半３連勝な
がらも惜しくもシリーズ２位となったCMSC千葉・北島広実選手が入り、CMSC選手が１～３位を独
占する活躍を見せました。 

 ＳＡ１クラスに１５台エントリーのうち、ＣＭＳＣから２台が参加。CMSC仙台・稲葉幸嗣選手がトッ
プと約０.７秒差で健闘を見せ５位に。コルト ラリーアートVersion-Rで奮闘をしたCMSC長野・飯島
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千尋選手が８位を獲得しました。 

 ＳＣ３クラスに１７台エントリーのうち、ＣＭＳＣから２台が参加。CMSC岐阜の新会長となる三枝
重光選手が８位に入りました。 

 Ｄクラスに１７台エントリーのうちＣＭＳＣから５台が参加。今回ニューマシンを持ち込んだベテラ
ンのCMSC広島・河内渉選手は１本目マシントラブルでノータイムと昨年開幕戦と同じ展開。リペ
アして臨んだ２本目で２位に約１.４秒の差をつける逆転優勝。３年連続で開幕戦を制するこちらも
貫禄の優勝。２位には'07ＤクラスシリーズチャンピオンのCMSC長野・宮入友秀選手。女性ドライ
バーながら上位で活躍するCMSC岐阜・山田ひとみ選手が、１本目トップタイムで惜しくも優勝を
逃すも'03年第７戦以来の３位獲得となりました。ＤクラスでもCMSC選手が１～３位を独占、上位７
台中５台がＣＭＳＣ選手という活躍を見せました。 

 はやくも開幕戦からCMSC選手が３クラスで優勝、上位を占めるなど旋風が巻き起こった'08全
日本ダートトライアル選手権。次戦、第２戦は九州は福岡県大牟田市にある「モビリティおおむ
た」にて４月２０日（日）に開催されます。シリーズ連覇や上位を狙うCMSC選手に熱い声援を送り
ましょう!! 
 
 

■ Ｎ３クラスで優勝した吉村修選手(CMSC大阪） 
 

｢昨年、初めてのシリーズチャンピオン。そして、今年の開
幕戦で優勝でき、幸先の良いスタートが切れ大変うれしく
思います。シリーズチャンピオン連覇に向けて頑張りたい
と思います。今回ははシリーズチャンピオンの名に恥じな
いように守りに入らず、攻めた走りが出来たのが勝因で
す。タイヤもダンロップからDZ86RW 215/6015というニュ
ータイヤが発売され路面に対しベストマッチングでした。
またクルマも駆動系、足廻りともすべてO/Hし、完璧な状
態で臨みました。第２戦おおむたも攻めの走りで優勝した
いと思います。応援のほどよろしくお願いいたします」 
 

開幕戦を制した'07N3チャンプの 
吉村修選手(CMSC大阪) 

 

■ ＳＡ２クラスで優勝した荒井信介選手(CMSC群馬） 
 

｢開幕戦は色々なカテゴリーの選手が出場し大会を盛り
上げてくれました。そのような中での優勝は大変うれしく、
気持ちを楽にしてくれました。晴れて路面状態が良く超硬
質タイヤ（ADVAN A036）が使用できた事が勝利につなが
りました。クルマはショックの仕様変更とマフラーを新品に
して臨みました。好調を維持し次戦九州も頑張ります。
CMSC会員の皆さん応援に来て気軽にお声をかけて下さ
い。よろしくお願いします」 
 

開幕戦を制した'07SA2チャンプの 
荒井信介選手(CMSC群馬) 

 

■ Ｄクラスで優勝した河内渉選手(CMSC広島） 
 

｢何と何と３年連続で開幕戦にて優勝いたしました！。こ
れもCMSCはじめ、色々と支えてくださった皆様のおかげ
と心から感謝いたします。昨年の記録を見ると、1本目は
スピンで最下位、2本目で逆転優勝の開幕戦でしたが、
今年も波乱万丈の戦いでした。1本目はスタートしてすぐ
にトラブル発生により、リタイアで勿論ノータイムでの最下
位。“何もここまで昨年と一緒じゃなくても”と思いながら、
マシンをリペアし挑んだ2本目。今年から投入したCT型ラ
ンサーも予想を上回るパフォーマンスを発揮し、逆転＆
新型マシンでのデビューウィンです。去年はこの開幕戦
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優勝以降勝星がなく、『銀メダルコレクター』になってしま
いましたが(笑)、今年はそうならないように気合を入れつ
つ、しかし神経質になり過ぎないように例年通り全国の仲
間やライバルと、楽しく真剣に勝負を楽しみます!!」 
 

3年連続開幕戦を制した 
河内渉選手(CMSC広島) 

 

赤羽政幸選手(栃木) N3クラス 谷津良嗣選手(福島) N3クラス 川崎勝己選手(広島) N3クラス

第1戦 4位(写真) 
 

第1戦 8位(写真) 
 

第1戦 10位(写真) 
 

堀内 涼選手(千葉) N3クラス 影山浩一郎選手(神奈川) N3クラス 星 盛政選手(福島) N3クラス

第1戦 11位(写真) 
 

第1戦 12位(写真) 
 

第1戦 13位(写真) 
 

堀口剛義選手(神奈川) N3クラス 伊藤久選手(山形) N3クラス 鈴木信地郎選手(群馬) N3クラス

第1戦 14位(写真) 
 

第1戦 15位(写真) 
 

第1戦 20位(写真) 
 

戸田浩選手(神奈川) N3クラス 島部 亨選手(札幌) N3クラス 矢本裕之選手(大阪) N3クラス

第1戦 21位(写真) 
 

第1戦 22位(写真) 
 

第1戦 23位(写真) 
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山田善之選手(札幌) SA2クラス 田上正彦選手(岐阜) SA2クラス スマイリーナガヤマ選手(神奈川) SA2クラス

第1戦 6位(写真) 
 

第1戦 9位(写真) 
 

第1戦 13位(写真) 
 

佐々木孝浩選手(仙台) SA2クラス 岩田賀嗣選手(群馬) SA2クラス アキマただゆき選手(神奈川) SA2クラス

第1戦 15位(写真) 
 

第1戦 18位(写真) 
 

第1戦 24位(写真) 
 

稲葉幸嗣選手(仙台) SA1クラス 飯島千尋選手(長野) SA1クラス 三枝重光選手(岐阜) SC3クラス

第1戦 5位(写真) 
 

第1戦 8位(写真) 
 

第1戦 8位(写真) 
 

渋谷修一選手(群馬) SC3クラス 和田俊昭選手(広島) Dクラス 中島伸一選手(長野) Dクラス

第1戦 14位(写真) 
 

第1戦 6位(写真) 
 

第1戦 8位(写真) 
 

■大会での１コマ 

開会式では今年全日本ダートトライアル選手権の開幕
戦としてJAFモータースポーツ専門部会のスピード行事
部会のメンバーがご挨拶。CMSC広島・岩根つもる会長

CMSC群馬・斎藤吉衛さん(右)はエボXを購入したもの
のロールケージ取付など改造が間に合わず、今日はマ
ーシャルカーとして参加。デビューは6月第3戦スナガワ
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も委員です。左から中村真幸委員、小西俊嗣部会長(マ
イク)、坂本光弘委員、岩根つもる委員、炭山義昭委員
(SC3クラス選手)、山野哲也委員(今回SA2クラス選
手）。 
 

か？CMSC茨城・東郷利博さん(左)と同奥村一史さん
(中)も観戦に来ました。このカラーリングされたエボXを
見て更に買いたい気持ちが増したそうです。 
 

「今年はCMSC福島・星盛政選手(右)とCMSC大阪・矢本
裕之選手(左)のサービスとして全日本を転戦します」と
CMSC福島・大竹幹也さん(中)。今日のプログラムの各
クラスの「見所」（指の先)は、「by OTK」と書かれてあり、
大竹さんの執筆です。 
 

同じ3月23日(日)はもてぎでS耐のシェイクダウンが行わ
れました。CMSC栃木ではこの1週間夜遅くまで車の整
備に余念がありません。21日(金)の夜、丸和へ移動中
に途中下車して陣中見舞いしました。左がCMSC栃木会
長の川口法行さん。右はターマックプロ社員でCMSC栃
木会員の大野陽介さん(22才)。S耐選手権目指して修
行中。 
 

→

ブレーキパッドメーカーのwinmax伊藤和浩さん(中)から
昨年シリーズ3位のご褒美にレーシングスーツ新調のプ
レゼントの申し入れをされても、「あれは嫁に誕生日祝
にもらったものなので。。。」と悩んでいるCMSC福島・谷
津良嗣選手(右)。CMSC群馬会長の荒井信介選手(左)
は「せっかくだから好意を受けたら」と。土曜日の公開練
習後のひとときでした。 
 

誕生日祝いの記念のレーシングスーツ。 
（'06年第3戦N3クラス優勝の表彰台にて） 
 

「今年は全戦出場します！」と決意表明のCMSC札幌会
長の山田善之選手(右)。左は今回サービス参加の
CMSC札幌・谷口未理子さん。自身は第3戦の地元スナ
ガワに参加予定です。 
 

幼稚園児がよく下げているような赤いバックがミスマッチ
(?!)のCMSC神奈川・スマイリーナガヤマ選手(左)。この
バックでいつも仕事をしているそうですがポーズを取っ
て！と言ったらこの格好になりました。右はサービスの
同じくCMSC神奈川・若林純子さん。 
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会場にはラリーアートピット インター川崎が出展、ラン
サーエボリューションXを展示していました。 
 

同時に物販、人気ラリーアートグッズやパーツを販売し
ていました。商品を手に取ってじっくり見ることができま
す。 
 

今年4月からCMSC岐阜会長の大役を引き受ける”走る
銀行員”こと三枝重光選手(右)。「この後の全日本戦は
近場（DCCS、門前、コスモス）に行き、後は地方戦に全
力を注ぎます。中は三枝大記君(16才）。オヤジの背中
を見て実地勉強中です。左は今回サービス参加の
CMSC岐阜・松原実さん（'00-'01AIIIクラスチャンピオ
ン）。充電が完了、まもなく地方戦に参戦する計画です。
 

土曜日の午後、CMSC岐阜・山田ひとみ選手(左）は昨
年SSパークで大転倒した転倒の先輩のCMSC群馬・渋
谷修一選手(中)に接近。10日前の練習で車をクラッシュ
させたことを報告。まだ名古屋でご主人が修理中との
事。その日の夜10時過ぎに出発できました。おかげで当
日は見事3位。あわや優勝かと思う走りでした。右は同
じくCMSC群馬・鈴木真澄さん。 
 

昼休みの慣熟歩行に、いの一番ダッシュのCMSC仙台・
佐々木孝浩選手(SA2クラス)。迷彩のつなぎは作業服シ
ョップで税込3150円。 
 

昼休みにDクラスCMSC長野・宮入友秀選手の父上、宮
入忠さん(右)を発見。チャンピオンの晴れ姿を見に応援
に駆けつけました。左の山田章子さんは長野県のモー
ターランド野沢のオートクロスにミラージュで参加、'07レ
ディースチャンピオンです。 
 

CMSC長野・飯島千尋選手(左)は、昨年の同じCMSC長
野の平田朋也選手のマシン、コルトを譲り受け今年は
全日本戦数回、地区戦（関東）に出場します。結果SA1
クラス8位を獲得、ポイントゲットでき上機嫌。飯島選手
右のCMSC長野・中島伸一選手もDクラスで7位獲得と
予想外の好成績も応援団（土戸美幸さん、山田武史さ
ん、向山正幸さん、唐沢香苗さん）のおかげです。 

CMSC千葉のチャレンジカップポイントゲッターの2人。
N3クラス山野光司選手(中)とSA2クラス北島広実選手
(右)は今回ともに3位獲得。左は山野選手の奥様、久乃
さん。だっこは長男・優太君2才です。 
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S耐#20のRSオガワのCMSC山形チームのドライバー砂
子塾長選手が全日本ダートトライアルに体験参加。グラ
ベルの路面では勝手が分からずSA2クラス20位。左の
CMSC神奈川・戸田浩選手は長年N1クラスで活躍して
昨年からランサーに乗換えましたがなかなか乗りこなせ
ず、今回も21位。それでも2人揃ってオクヤマカラーのラ
ンサーを背に満足した様子。 
 

1本目、N1クラスが走行の時にコース路面状況をバイク
で回るN3クラスCMSC広島・川崎勝己選手。０４～０６年
３年連続シリーズ４位から昨年はシリーズ８位に低迷。
車両をいろいろ見直した結果、今年はいける！との1本
目前の話でしたが結果10位。次戦おおむたに期待！ 
 

1本目で真っ二つに折れたセンターデフ・インナーシャフ
トを持ち、「パワーでぶち切りました」と2本目後優勝して
にこやかに語るCMSC広島・河内渉選手でした。今年か
ら車両をミラージュからランサーエボリューションにチェ
ンジ。一時はどうなるかとやきもきしましたがさすが2本
目であっという間に優勝をさらいました。 
 

CMSCの優勝トリオ。左から3年連続開幕戦制覇でチャ
ンピオン奪回を目指すCMSC広島・河内渉選手、'07SA2
チャンプのCMSC群馬・荒井信介選手と'07N3チャンプの
CMSC大阪・吉村修選手は連覇に向け好スタート。 
 

N3クラスはCMSCが1、3、4位を獲得。優勝はCMSC大
阪・吉村修選手、3位CMSC千葉・山野光司選手、4位
CMSC栃木・赤羽政幸選手。 
今大会メインスポンサーのケン・ミレニアム様（個人投資
家向けの株式投資教育事業）から「企業活動で得た利
益の社会還元」としてご提供いただいた賞金の総額202
万5千円のうちCMSCの12選手がなんと合計55万円も獲
得！ 
 

SA2クラスはCMSCが1-2-3と6位を獲得。優勝はCMSC
群馬・荒井信介選手、2位CMSC岐阜・櫛田正文選手、3
位CMSC千葉・北島広実選手、6位CMSC札幌・山田善
之選手。 
 

8/9 ページDart#1

2011/05/29http://www.ralliart.co.jp/cmsc/08dart/d_01.html



 
 
 
 
 
 

ラリーアートトップページに戻る ｜CMSCトップに戻る 

DクラスもCMSCが1-2-3と6位を獲得。優勝はCMSC広
島・河内渉選手、2位CMSC長野・宮入友秀選手、3位
CMSC岐阜・山田ひとみ選手。6位CMSC広島・和田俊昭
選手は写っていなくてごめんなさい。 
 

SA1クラスは、5位にCMSC仙台・稲葉幸嗣選手。 
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