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’02全日本ラリー選手権 RALLIARTニュースへ→

 (02.10.17)'02全日本ラリー選手権四輪駆動部門 第8戦 

CMSC埼玉 田口幸宏選手が2位獲得!!  
 (02.10.3)'02全日本ラリー選手権四輪駆動部門 第7戦 

CMSC大阪 福永修選手/中川雅浩選手組(Cクラス)が４位獲得!!  
 (02.9.19)'02全日本ラリー選手権四輪駆動部門 第6戦 

CMSC埼玉 田口幸宏選手(Cクラス)、今季最上位となる3位獲得!!  
 (02.8.1)'02全日本ラリー選手権四輪駆動部門 第5戦 

CMSC大阪 福永修選手/中川雅浩選手組、四輪駆動部門Cクラスで健闘光る4位入賞!!  
 (02.7.11)'02全日本ラリー選手権四輪駆動部門 第4戦 

CMSC道北 鎌田卓麻選手、Cクラスで奮闘の2位!!  
 (02.6.13)'02全日本ラリー選手権四輪駆動部門 第3戦 

CMSC秋田 石川俊明選手、Bクラスで2位を獲得!!  
 (02.5.30) '02全日本ラリー選手権四輪駆動部門第2戦&二輪駆動部門第3戦 

CMSC愛知 松井孝夫選手､四駆動部門Cクラスでの初優勝を飾る!! 
CMSC道北 渡部貴志選手、四輪駆動部門Bクラスで3位獲得!!  

 (02.2.7) '02全日本ラリー選手権 第1戦 CMSC道北 鎌田卓麻選手がCクラスで4位入賞!  

’02全日本ダートトライアル選手権 RALLIARTニュースへ→

 (02.10.17)'02全日本ダートトライアル選手権第8戦  
CMSC群馬 荒井信介選手(AIVクラスチャンピオン)、最終戦は２位!!  
CMSC栃木 赤羽政幸選手(AIVクラス)が3位獲得でシリーズ2位を奪取!! 
CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)が2位獲得でシリーズ2位に!!  

 (02.9.19)'02全日本ダートトライアル選手権第7戦  
CMSC群馬 荒井信介選手(AIVクラス)、シリーズチャンピオンを決める!! 
CMSC札幌 宝田芳浩選手(AIVクラス)が2位獲得!! 
CMSC岐阜 松原実選手(CＩＩクラス)が惜しくも2位に!! 
CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)がシリーズポイント2位を堅守!!  

 (02.8.29)'02全日本ダートトライアル選手権第6戦  
CMSC広島 岩根つもる選手(CＩＩクラス)、今季初勝利!! 
CMSC岐阜 松原実選手(CＩＩクラス)も2位獲得で、CMSC選手がCIIクラス1-2フィニッシュ!! 
CMSC栃木 赤羽政幸選手(AIVクラス)、3位獲得でシリーズポイント3位に!!  

 (02.8.8)'02全日本ダートトライアル選手権第5戦  
CMSC群馬 荒井信介選手(AIVクラス)、今季3勝目でシリーズポイント首位 を堅守!! 
CMSC広島 岩根つもる選手(CＩＩクラス)、2位獲得!! 
CMSC道北 千葉陽子選手(L2クラス)、初優勝を飾る!! 

 (02.7.11)'02全日本ダートトライアル選手権第4戦  
CMSC栃木 赤羽政幸選手(AIVクラス)､9年ぶりの嬉しい優勝を飾る!!  
CMSC群馬 荒井信介選手(AIVクラス)、3位獲得でシリーズポイント首位で後半戦へ  
CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)、2戦連続の2位獲得!! 
CMSC岐阜 松原実選手(CIＩクラス)、3位獲得!!  

 (02.6.6)'02全日本ダートトライアル選手権第3戦  
CMSC群馬 荒井信介選手(AIVクラス)､ダントツの走りで今季2勝目!! CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)、久々の2位獲
得!! 
CMSC浜松 太田延昭選手(AIＩクラス)、奮闘の2位獲得!! CMSC千葉 赤松裕子選手(Lクラス)、2位 に!!  

 (02.5.16)'02全日本ダートトライアル選手権第2戦  
CMSC岐阜 松原実選手(CIIクラス)､2位獲得で今後に期待!! CMSC群馬 荒井信介選手(AIVクラス)､惜しくも2位となる!! 
CMSC札幌 宝田芳浩選手(AIVクラス)は3位!!  

 (02.4.18)'02全日本ダートトライアル選手権第1戦 
CMSC群馬 荒井信介選手(AIVクラス)、CMSC浜松 太田延昭選手(AIIクラス)、CMSC千葉 赤松裕子選手(レディースク
ラス)が各クラスで優勝! 
CMSC岐阜 櫛田正文選手(AIVクラス)が2位を獲得!!  

’02全日本ジムカーナ選手権 RALLIARTニュースへ→

 (02.10.10)'02全日本ジムカーナ選手権第9戦 CMSC浜松 平山敦朗選手がCIIクラスで7位  
 (02.9.12)'02全日本ジムカーナ選手権第8戦 CMSC浜松 平山敦朗選手がCIIクラス11位  
 (02.8.22)'02全日本ジムカーナ選手権第7戦 CMSC青森 宇野慶一選手がCIIクラス13位  
 (02.5.2)'02全日本ジムカーナ選手権第3戦 CMSC浜松 平山敦朗選手がCIIクラスで8位  
 (02.3.21)'02全日本ジムカーナ選手権第1戦 CMSC浜松 平山敦朗選手がCIIクラスで10位  
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【SPECIAL REPORT】 

’02スーパー耐久レース RALLIARTニュースへ→

 (02.11.14)スーパー耐久シリーズ2002第8戦（最終戦） CMSC山形 小宮延雄組、今季最高位の3位獲得!!  
 (02.10.10)スーパー耐久シリーズ2002第7戦 CMSC山形 小川日出生/伊藤勝一組、惜しくも2位となる!!  
 (02.9.12)スーパー耐久シリーズ2002第6戦 CMSC山形 小川日出生/伊藤勝一組、追撃及ばず2位となる!!  
 (02.7.25)スーパー耐久シリーズ2002第5戦!!CMSC山形 小川日出生/伊藤勝一組､波乱を耐え抜き3位でフィニッシュ!!  
 (02.6.13)スーパー耐久シリーズ2002第4戦!! CMSC山形 小宮延雄選手組､6位でフィニッシュ!!  
 (02.5.16)スーパー耐久シリーズ2002第3戦!! CMSC勢､残念ながらリタイヤとなる  
 (02.5.2)スーパー耐久シリーズ2002第2戦!! CMSC山形 小川日出生/伊藤勝一組､2位でフィニッシュ!!  
 (02.3.21)スーパー耐久シリーズ2002第1戦!! CMSC山形 小川日出生/伊藤勝一組､一時トップも惜しくも2位  

その他のラリー、ダートトライアル、ジムカーナ、レース

 (02.11.21)'02JAF-CUPダートトライアル(11/17開催) 
CMSC大阪 吉村修選手がAIVクラスで2位獲得!!  

 (02.11.14)'02JAF-CUPジムカーナ 
CMSC青森 宇野慶一選手がCIIクラスで4位獲得!!  

 (02.10.24)第20回V-RALLYインターナショナル日本アルペンラリー 
CMSC千葉 丹羽浩道選手が奮闘!!  

 (02.9.12)'02FIAアジア･パシフィックラリー選手権第4戦 
｢ラリー北海道2002｣CMSCから4台出場。CMSC千葉 丹羽浩道選手が総合12位、N4クラス8位  

 (02.8.29)2002第31回インターナショナルポッカ1000kmレース 
CMSC山形 小宮延雄選手/伊藤勝一選手組、スーパー耐久クラスで二連覇達成!!  

 (02.12.12)2002年JAF地方選手権で活躍したCMSC選手達 
CMSCから4名がシリーズチャンピオン獲得!!  

 (02.12.5)「茨城モータースポーツフェスティバル」(12/1開催）開催レポート  
多数のご来場、ありがとうございました!!  

 (02.12.5)2002年三菱ラリーアート・ドライバー・オブ・ザ・イヤー 
CMSC群馬 荒井信介選手が２度目の受賞!!  

 (02.11.28)'02全日本選手権シリーズおよびスーパー耐久シリーズ 2002年全日本選手権、 
スーパー耐久シリーズにて鮮やかに彩り、 輝きを見せてくれたCMSCの選手達  

 (02.11.21)CMSC岐阜ダートトライアル練習会(11/10開催)  
豪華な講師陣に参加者は大満足!!  

 (02.11.8)｢12/1茨城モータースポーツフェスティバル｣開催!!  
CMSC南茨城、地域モータースポーツ振興イベント主催に協力!!  

 (02.10.31)｢第20回V-RALLYインターナショナル日本アルペンラリー｣観戦レポート(CMSC青森 鶴ケ谷慶市会長)  
 (02.10.10)'02全日本ジムカーナ選手権第9戦」観戦レポート(CMSC南茨城 中田由彦事務局長) 

がんばれ!! 平山敦朗選手!!  
 (02.9.12)｢ラリー北海道｣観戦レポート(CMSC道北 西氏) 

日本初のアジパシ!! 世界レベルの走りを満喫!!  
 (02.8.22)'02FIAアジア･パシフィックラリー選手権第4戦 

「ラリー北海道2002」にCMSC選手5名(4台)がエントリー  
 (02.8.8)｢CMSC仙台七夕トライアル｣レポート 

「三菱ラリーアート」田口勝彦選手のデモランに大興奮!!  
 (02.7.11)【CMSC南茨城スペシャルレポート】New History & New Generation  
 (02.5.23)【CMSC南茨城事務局通信番外編その7】 ～｢CMSC南茨城｣誕生回顧録(最終回)～  

茨城に、CMSC復活までの道のりEVOLUTION-VII  
 (02.5.17) ｢'02全日本ダートトライアル選手権第2戦｣全日本選手の走りを堪能!! CMSC仙台 大内 健さんの観戦レポート 

 (02.5.16)【CMSC南茨城事務局通信番外編その6】 ～｢CMSC南茨城｣誕生回顧録～  
茨城に、CMSC復活までの道のりEVOLUTION-VI  

 (02.5.9)【CMSC南茨城事務局通信番外編その5】 ～｢CMSC南茨城｣誕生回顧録～  
茨城に、CMSC復活までの道のりEVOLUTION-V  

 (02.5.2)【CMSC南茨城事務局通信番外編その4】 ～｢CMSC南茨城｣誕生回顧録～  
茨城に、CMSC復活までの道のりEVOLUTION-IV  

 (02.4.25)【CMSC南茨城事務局通信番外編その3】 ～｢CMSC南茨城｣誕生回顧録～  
茨城に、CMSC復活までの道のりEVOLUTION-III  

 (02.4.18)【CMSC南茨城事務局通信番外編その2】 ～｢CMSC南茨城｣誕生回顧録～  
茨城に、CMSC復活までの道のりEVOLUTION-II  

 (02.4.11)【CMSC南茨城事務局通信番外編その1】 ～｢CMSC南茨城｣誕生回顧録～  
茨城に、CMSC復活までの道のりEVOLUTION-I  

 (02.4.4)｢イタリアン・バハ2002｣CMSC大阪の福島末佳さん、三菱ディーラーメカ参戦記  
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2001年 CMSC NEWS 

ラリーアートトップページに戻る ｜CMSCトップに戻る 

 (02.3.28)'02年度CMSC岐阜総会報告レポート  
 (02.2.28)｢イタリアン･バハ2002｣にCMSC大阪の福島末佳さんが 三菱ディーラーメカとして派遣!!  
 (02.2.21)三菱モータースポーツのビックネームと楽しい交流のひとときをCMSC会員が大満喫!!  
 (02.2.21)｢三菱ラリーアート･ワールドワイド･ジョイント･ミーティング2002｣ 

｢三菱チャンピオンズミーティング2002｣CMSC会員参加レポート  
 (02.1.1) CMSC木全会長 新年挨拶  
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