
'08全日本ダートトライアル選手権第3戦 

N3クラス、CMSC吉村修選手が攻めの走りで今季２勝目！ 
SA2クラス、CMSC群馬・荒井信介選手も今季２勝目を飾る！ 

Dクラス、CMSC広島・河内渉選手が怒濤の開幕３連勝!! 
N3クラスは1～6位、Dクラスは1～3位をCMSC選手が独占!! 

  

2008年6月12日

吉村修選手(CMSC大阪) N3クラス 
第1戦 優勝、第2戦 3位、第3戦 優勝(写真) 

 

荒井信介選手(CMSC群馬) SA2クラス 
第1戦 優勝、第2戦 2位、第3戦 優勝(写真) 

 

河内渉選手(CMSC広島) Dクラス 
第1戦 優勝、第2戦 優勝、第3戦 優勝(写真) 
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■２位～６位入賞のCMSC選手
●Ｎ３クラス

五十嵐貴右選手(CMSC道北) N3クラス 星 盛政選手(CMSC福島) N3クラス 
第3戦 2位(写真) 

 
第1戦 13位、第2戦 11位、第3戦 3位(写真) 

 

影山浩一郎選手(CMSC神奈川) N3クラス 林 宏明選手(CMSC札幌) N3クラス 
第1戦 12位、第2戦 9位、第3戦 4位(写真) 

 
第3戦 5位(写真) 

 

鈴木信地郎選手(CMSC群馬) N3クラス 
第1戦 20位、第2戦 6位、第3戦 6位(写真) 

 

●ＳＡ２クラス

櫛田正文選手(CMSC岐阜) SA2クラス 
第1戦 2位、第2戦 4位、第3戦 5位(写真) 

 

●Ｄクラス

宮入友秀選手(CMSC長野) Dクラス 山田ひとみ選手(CMSC岐阜) Dクラス 
第1戦 2位、第2戦 2位、第3戦 2位(写真) 

 
第1戦 3位、第2戦 6位、第3戦 3位(写真) 

 

 '08全日本ダートトライアル選手権第３戦「北海道ダートスペシャルinスナガワ」が、６月８日（日）
北海道砂川市の「オートスポーツランドスナガワ」にて開催され、総エントリー１２９台の実に約１
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／３に近い多数となるＣＭＳＣ選手３７名がエントリー（内１台不参加）。激戦区Ｎ３クラスで、開幕
戦優勝したCMSC大阪・吉村修選手（三菱ランサーエボリューション）が今季２勝目。同じく激戦区
ＳＡ２クラスで、開幕戦を制したCMSC群馬・荒井信介選手（三菱ランサーエボリューション）も今季
２勝目を飾りました。Ｄクラスでは２連勝中のCMSC広島・河内渉選手（三菱ランサーエボリューシ
ョン）が勢いそのままとなる怒濤の３連勝。Ｎ３クラスでは１位～６位、Ｄクラスでは１～３位を
CMSC選手が独占する快挙となりました。優勝３名を加え６位以内に計１１名のＣＭＳＣ選手が入
賞を果たしました。 

■Ｎ３クラスでCMSC大阪・吉村修選手が大会２連覇 
 当日の天候は爽やかな晴れとなりましたが、前日の降雨の影響で１本目はセミウェット、２本目
はドライとなるも通常の硬質路とはならずにタイヤ選択に悩む路面コンディション。ロングストレー
トを使わず公式練習日とは違った地元勢に有利な中低速のテクニカルなコース設定で争われま
した。 

 激戦区Ｎ３クラスに２５台エントリーのうちＣＭＳＣから６割となる１５台が参加。１本目で２位に大
きく差をつけてトップタイムをマークしたCMSC大阪・吉村修選手は、２本目も守りに徹することなく
果敢に攻めた走りを披露。途中オーバーアクションとなるも見事にベストタイム更新で、スナガワ
２年連続制覇となる今シーズン２勝目を飾りました。２位には１本目から約７秒ものタイムアップを
見せ健闘光るCMSC道北・五十嵐貴右選手、３位には殊勲の全日本自己最高位となるCMSC福
島・星盛政選手、４位にCMSC神奈川・影山浩一郎選手、５位にCMSC札幌・林宏明選手、６位に
CMSC群馬・鈴木信地郎選手と、１～６位までを表彰台常連の吉村選手、鈴木選手に混じって新
たな顔ぶれとなるCMSC選手が占める快挙を見せました。 

 新たな激戦区ＳＡ２クラスに２８台エントリーのうちＣＭＳＣから半数となる１４台が参加。開幕戦
で優勝を飾った'07チャンプのCMSC群馬・荒井信介選手は、１本目で地元選手に遅れをとる２番
手タイム。一発奮起を狙った２本目で見事に逆転。今季２勝目となる優勝を飾りました。また開幕
戦２位のベテランCMSC岐阜・櫛田正文選手は５位となりました。 

 Ｄクラスに８台エントリーのうちＣＭＳＣから４台エントリーし３台参加（１台欠場）。開幕２連勝中
のCMSC広島・河内渉選手は、１本目２本目とも貫禄のトップタイム。見事に怒濤の開幕３連勝を
決めました。'07Ｄクラスチャンプで２戦連続２位のCMSC長野・宮入友秀選手は今回も河内選手
をとらえられず２位。女性ドライバーながら上位で活躍し、開幕戦３位となったCMSC岐阜・山田ひ
とみ選手は、今季２度目の３位となりました。ＤクラスではCMSC選手が１～３位を独占する活躍を
見せました。 

 開幕戦に続いて、第３戦も多数のCMSC選手が圧倒的な強さを見せてくれました。次戦第４戦
は、７月６日（日）栃木県那須塩原市にある「丸和オートランド那須」で開催されます。次戦も
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） 
 

｢スナガワは最も好きなコースで相性良く、大会２連覇で
きたことは大変うれしく思います。シリーズリーダー田崎
克典選手が不参加で、絶対優勝しなければというプレッ
シャーにも打ち勝ち、価値のある１勝となりました。路面
が今回は前日の雨もあって、いつものスナガワの硬く締
まった路面にはならないと判断してダンロップDZ86RWを
選択したのが正解でした。途中大きなギャップで降られて
ミスしてしまいましたが最後まで諦めずに攻めきったのが
勝因です。タイム差は危なかったですが！ 前回からは
フロントLSDのセッティングを変更。練習でベストタイムで
したし、本番もベストですからこれも正解でした。シリーズ
トップに返り咲いたので、このまま次戦丸和も攻めた走り
で優勝したいと思います。応援のほどよろしくお願いしま
す」 

 

今季2勝目を飾った'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） 
 

｢今季２勝目とてもうれしく思っており、昨年のスナガワで
の雪辱が果たせ、ひと安心しています。難しい路面をしっ
かり攻めて走れ優勝できたことを本当に喜んでいます。
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ありがとうございました。今回、路面が締まり切っておら
ずタイヤ選択が難しかったですが、ADVAN A036を選べ
た事が勝利につながりました。前回からは通常のメンテ
ナンスをしっかり行い臨みました。次戦はホームコースと
いえる丸和なので、元気良く気合いを入れて走りたいと
思います。皆さん、是非会場に応援に来て下さい!! よろ
しくお願いします」 
 

今季2勝目を飾った'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） 
 

｢CMSC会員、そしてHPご覧の皆様、今年3回目のコメント
登場を嬉しく思います（笑）。これで何とか、開幕3連勝を
果たしました。この北海道は、昨年はライバルCMSC長
野・宮入友秀選手にやられちゃいましたが、その前は2年
連続優勝を獲得した相性の良い会場です。公開練習も何
とかトップタイム相当のタイムをマークし、１本目と２本目
共にベストタイムをマークでき、今シーズン3個目の金メダ
ルを獲得いたしました。今季投入したCT9Aランサーとも、
走れば走るほどに一体化を感じており、走るのが楽しい
って感じですね。シリーズ中盤～後半もこのままの好調を
維持すると共に、やはり総合タイムも獲らないとまずいで
すね、Ｄクラスは（笑）。次は1ヶ月後の今年2回目の丸和
ですが、もし幸いにまた優勝コメントを載せる事になれ
ば、新型CT9Aの製作秘話でも話しましょうかネ」 

 

怒濤の開幕3連勝を飾った 
河内渉選手(CMSC広島) 

 

■７位以下のCMSC選手

谷津良嗣選手(福島) N3クラス 山野光司選手(千葉) N3クラス 川崎勝己選手(広島) N3クラス

第1戦8位、第2戦2位、第3戦8位(写真) 
 

第1戦3位、第2戦5位、第3戦9位(写真) 
 

第1戦10位、第2戦4位、第3戦11位(写真) 
 

赤羽政幸選手(栃木) 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4位、第2戦7位、第3戦13位(写真) 
 

第1戦22位、第2戦21位、第3戦15位(写真) 
 

第1戦23位、第2戦18位、第3戦18位(写真) 
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和泉泰至選手(帯広) N3クラス 斉藤吉衛選手(群馬) N3クラス 堀内 涼選手(千葉) N3クラス

第3戦19位(写真) 
 

第3戦22位(写真) 
 

第1戦11位、第2戦8位、第3戦25位(写真) 
 

谷口末里子選手(札幌) N1クラス 山田善之選手(札幌) SA2クラス 北島広実選手(千葉) SA2クラス

第3戦9位(写真) 
 

第1戦6位、第2戦7位、第3戦7位(写真) 
 

第1戦3位、第2戦優勝、第3戦8位(写真) 
 

藤原広明選手(札幌) SA2クラス スマイリーナガヤマ選手(神奈川) SA2クラス 田上正彦選手(岐阜) SA2クラス

第3戦11位(写真) 
 

第1戦13位、第2戦10位、第3戦14位(写真) 
 

第1戦9位、第2戦14位、第3戦15位(写真) 
 

アキマただゆき選手(神奈川) SA2クラス 寺澤伸俊選手(札幌) SA2クラス 佐藤智紀選手(千葉) SA2クラス

第1戦24位、第2戦11位、第3戦16位(写真) 
 

第3戦17位(写真) 
 

第3戦19位(写真) 
 

岩田賀嗣選手(群馬) SA2クラス 佐々木孝浩選手(仙台) SA2クラス 西村好裕選手(長野) SA2クラス

第1戦18位、第2戦9位、第3戦21位(写真) 
 

第1戦15位、第2戦21位、第3戦25位(写真) 
 

第3戦27位(写真) 
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入山宰次選手(東京) SA2クラス 飯島千尋選手(長野) SA1クラス 須田行雄選手(福島) SC3クラス

第3戦28位(写真) 
 

第1戦8位、第3戦19位(写真) 
 

第2戦7位、第3戦9位(写真) 
 

佐藤知紀選手(東京) SC3クラス

第1戦10位、第3戦10位(写真) 
※第3戦からCMSC東京 

■大会での１コマ 

ニューマシンデビュー！ CMSC群馬･斉藤吉衛選手(左)
はいち早くエボXをチョイス。第3戦前にようやく車が出来
上がりました。車はまだまだ発展途上です。右から、札幌
在住のCMSC群馬･和田政之さんはサービス担当、車両
製作担当の大谷昌弘さん、渉外担当のCMSC群馬･林恵
一さん、サービス担当の峰尾祥宗さん。 
 

ニューカラーリング車その1。DクラスのCMSC岐阜･山田
ひとみ選手(手前)は、今回洗練されて赤黒銀の3色カラ
ーで登場し3位獲得。後列左から、車両製作者でご主人
の山田秀雄さん、SA2クラスの奥村直樹選手、SA2クラス
のCMSC岐阜･櫛田正文選手、SA2クラスの森貞宏選
手。ともに山田さんのメンテナンスを受けています。 
 

ニューカラーリング車その2。DクラスのCMSC長野･宮入
友秀選手(左)は、今までの黄色にドッキリの赤色を追
加!? 右にCMSC浜松･蓮池量之さん(地区戦出場)のお
嬢様と奥様の淑美さん、CMSC岐阜･角皆昭久さん(今年
はまだ全日本未出場。次戦第4戦から出場予定）。この
後、宮入選手は公開練習でフロントバンパーを壊し、ニュ
ーカラーリングの勇姿は本番前で見納めとなりました。 
 

そこで、CMSC岐阜･角皆昭久さんが、見栄えを良くする
ためにCMSC長野・宮入友秀選手の車のバンパー下をカ
ットし、修整しちゃいました。 
 

6/10 ページDart#3

2011/05/29http://www.ralliart.co.jp/cmsc/08dart/d_03.html



ニューカラーリング車その3。CMSC岐阜･櫛田正文選手
の車は一見エボX風。気に入っているのは本人だけ。他
の人は？でしたがスポンサーのステッカーを目立たせよ
うとした涙ぐましい努力の結果との事です。 
 

CMSC札幌･山田善之選手、北村和浩選手、大平邦夫選
手（3名ともSA2クラス)のパドックでは、タラバガニとホタ
テの大振る舞い。料理担当は北見から来た太田進さん
(左)とCMSC帯広･横山喜恵美さん。 
 

今季全戦参加を目標にしているCMSC札幌･山田善之選
手(右)。公開練習は得意の地元コースでSA2クラス2番手
でしたが、本番はプレッシャーからか7位に。左は充電中
のCMSC道北･木戸達三さん。 
 

CMSC千葉･佐藤智紀選手(左2人目)は、同じ千葉在住
の鈴木正人選手(左端)のエボ8を買い全日本戦初デビュ
ー。鈴木正人選手とSA2クラスにWエントリー。順位は新
旧オーナー仲良く19位・20位という結果でした。同じく
CMSC千葉･北島広実選手（中央)、SC1クラス藤原直樹
選手(右2人目)。札幌在住のグラベルファン渡部恭志さ
ん（右端)が被写体に割り込みました。 
 

左から殊勲のN3クラス3位獲得したCMSC福島･星盛政
選手、SC3クラスの同･須田行雄選手、N3クラスの同・谷
津良嗣選手、マネージャー役の同・大竹幹也さん、今季
パドックを一緒にしているN3クラスのCMSC大阪･矢本裕
之さん。右端はご意見番のCMSC福島・畠山幸記さん。 
 

第1戦でSA1クラス8位と健闘したCMSC長野･飯島千尋
選手は、勢いに乗って北海道初遠征。結果は、うーん残
念。 
 

こちらは久々N3クラス4位の好成績を収めたCMSC神奈 左から、SC3クラス炭山義昭選手、CMSC広島･河内渉選
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川･影山浩一郎選手。全日本戦最高位は2006年第5戦
(丸和)の2位があります。 
 

手、ブレーキメーカーのウインマックスの伊藤和浩さん。
いつもなら高知県在住のCMSC広島･和田俊昭選手がカ
ツオ持参で来るのですが、今回は急遽欠場のため土曜
の昼は紅鮭とホタテの炭火焼きとなりました。 
 

CMSC東京･入山宰次選手(左）と同･佐藤知紀選手は、
支部設立後初の全日本戦出場。結果は何と2人揃って
SA2クラスとSC3クラスの最下位。本当に遠征お疲れ様
でした。 
 

SA2クラスのCMSC神奈川･アキマただゆき選手(左)と、
同クラスのCMSC東京･入山宰次選手(右)は、今大会か
ら同じメインスポンサーによる2台体制となりました。 
 

Dクラス出場車？ １本目後のコース整備のトラクターで
した。 
 

昨年のN3クラスから今年SA2クラスに移行したCMSC神
奈川･アキマただゆき選手。公開練習では奥様(小出久
美子選手)のマッサージが功を奏し、クラストップタイム。
しかし、翌日の本番はマッサージ効果がなくなり、元の肩
こりにもどってしまいました。 
 

先週は、遠く宮崎県での全日本ラリー第4戦ひむかラリー
出場のCMSC群馬・大井こずゑ選手から、しつこいぐらい
「どーしよう」とケータイにメールを受けたCMSC道北･鎌
田豊さん。左は、「この4月の結婚式では祝電をありがと
うございました」と、今年CMSC道北会長に就任した秋葉
貴之さん。右にCMSC道北･椛村友紀さん。一番右は今
季全日本ラリーに出場の関根正人さん。今日はオフィシ
ャル・大会コース委員長です。 
 

CMSC道北･五十嵐貴右選手(中)は、N3クラス2本目最終
走者のCMSC大阪・吉村修選手が走るまでトップタイム。
もしかすると優勝とドキドキの十数分間だったそうです。
五十嵐選手は大魚を逃し、「そうは甘くないな～」と言い
ながらも弟子の2位獲得に「今夜は賞金で飲むぞー」と喜
びの”親分”CMSC道北･鎌田豊さん(左)。右はサービス
担当のCMSC道北会長・秋葉貴之さん。 
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N3クラスのCMSC帯広･和泉泰至選手(左)とCMSC札幌･
島部亨選手(右)。地元北海道の選手なだけに成績を期
待していましたがプレッシャーに負けてしまいました。島
部選手のデジタルカモフラージュのつなぎはトレードマー
ク。レーシングスーツもデジカモでオーダーメイドする計
画とか!? 
 

N3クラスのCMSC栃木･赤羽政幸選手(左)は今回ノーポ
イント。SA2クラスのCMSC仙台･佐々木孝浩選手(右)も
一歩及ばず。遠征お疲れ様でした。 
 

表彰式でいつも一番前に陣取るのはメディアですが、
CMSC道北･鎌田豊さん(右2人目)が弟子のCMSC道北･
五十嵐貴右選手のN3クラス2位の晴れ姿を撮るために
乱入。 
 

DクラスでCMSC選手が1～3位独占！ 左から2位：
CMSC長野･宮入友秀選手、開幕3連勝のCMSC広島･河
内渉選手、3位：CMSC岐阜・山田ひとみ選手。 
 

N3クラスでCMSC選手が1～6位を独占！ 左から2位：CMSC道北･五十嵐貴右選手、今季2勝のCMSC大阪･吉村
修選手、3位：CMSC福島･星盛政選手、4位：CMSC神奈川･影山浩一郎選手、5位：CMSC札幌･林宏明選手、6位：
CMSC群馬･鈴木信地郎選手。 
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