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'04全日本ラリー選手権
MITSUBISHI MOTORS 

国内ラリー＆レースページへ

 (04.10.28) '04全日本ラリー選手権四輪駆動部門第6戦(最終戦) 

CMSC埼玉 田口幸宏選手がCクラス初優勝でシリーズ2位獲得!! CMSC道北 田中伸幸選手がBクラス優勝でシリーズ3位に!!  
 (04.7.22) '04全日本ラリー選手権四輪駆動部門第5戦 

Cクラス、CMSC埼玉 田口幸宏選手が今季最高の2位獲得!! Bクラス、CMSC道北 田中伸幸選手が2位!!  
 (04.7.8) '04全日本ラリー選手権四輪駆動部門第4戦 

Bクラス、CMSC秋田 石川俊明選手が2位獲得!! Cクラス、CMSC埼玉 田口幸宏が3位に!!  
 (04.6.3) '04全日本ラリー選手権四輪駆動部門第3戦 

CMSC秋田 石川俊明選手がBクラスで4位に  
 (04.5.20) '04全日本ラリー選手権四輪駆動部門第2戦 

CMSC埼玉 田口幸宏選手がCクラスで3位を獲得!!  
 (04.4.29) '04全日本ラリー選手権四輪駆動部門第1戦 

CMSC埼玉 田口幸宏選手がCクラスで4位に  

'04全日本ダートトライアル選手権
MITSUBISHI MOTORS 

国内ラリー＆レースページへ

 (04.10.14) '04全日本ダートトライアル選手権第8戦(最終戦) 
CMSC群馬 大井義浩選手(Dクラス)が3連勝で今季4勝目を飾る!!  Dクラスは全戦でCMSC選手が優勝を飾る快挙 
CMSC群馬 荒井信介選手(N4クラス)が2位獲得!  CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)が3位獲得!  

 (04.9.23) '04全日本ダートトライアル選手権第7戦 
CMSC大阪 吉村修選手（N4クラス）が今季2勝目を飾る!!  CMSC群馬 大井義浩選手（Dクラス）が今季3勝目!! 
CMSC群馬 荒井信介選手（N4クラス）が2位獲得!  CMSC広島 河内渉選手（Dクラス）が2位獲得!  CMSC岐阜 櫛田正文選手（S3クラス）が3位に  

 (04.8.5) '04全日本ダートトライアル選手権第6戦 
CMSC広島 河内渉選手がDクラス初チャンピオンを獲得!!  CMSC群馬 荒井信介選手(N4クラス)が待望の今季初優勝!! 
CMSC群馬 大井義浩選手(Dクラス)が2勝目を飾る!!  CMSC大阪 吉村修選手(N4クラス)が3位獲得!  CMSC岐阜 櫛田正文選手(S3クラス)が3位獲得!  

 (04.7.15) '04全日本ダートトライアル選手権第5戦 
CMSC大阪 吉村修選手(N4クラス)が11年振りの優勝!!  CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)が今季4勝目!!  
CMSC群馬 大井義浩選手(Dクラス)が2位で、CMSCが1-2フィニッシュ!!  CMSC千葉 山野光司選手(N4クラス)が2戦連続の3位!  

 (04.6.17) '04全日本ダートトライアル選手権第4戦 
Dクラス、CMSC広島 河内渉選手が今季3勝目!! Dクラス、CMSC座間の石井宏和選手が健闘の2位! 
N4クラス、CMSC群馬 荒井信介選手が2位、CMSC千葉 山野光司選手が3位に!  

 (04.5.20) '04全日本ダートトライアル選手権第3戦 
Dクラス、CMSC群馬 大井義浩選手が貫禄の優勝!!  N4クラスでCMSC大阪の吉村修選手が3位、DクラスでCMSC岐阜の和田俊昭選手が3位獲得  

 (04.4.22) '04全日本ダートトライアル選手権第2戦 
Dクラス、CMSC広島 河内渉選手が開幕Ｖ２達成!!  N4クラス、CMSC群馬 荒井信介選手が2位、CMSC千葉 山野光司選手が初の3位に!! 
S3クラス、CMSC櫛田正文選手は2位!!  

 (04.4.1) '04全日本ダートトライアル選手権第1戦 
Dクラス、CMSC広島 河内渉選手が2年連続の開幕戦Ｖ!! N4クラス、CMSC広島 川崎勝己選手が2位、CMSC群馬 荒井信介選手は3位に!!  

'04全日本ジムカーナ選手権
MITSUBISHI MOTORS 

国内ラリー＆レースページへ

 (04.9.30) '04全日本ジムカーナ選手権第9戦(最終戦) 
CMSC茨城 大槻正選手がS3クラス4位 で、シリーズポイントランキング2位を確定！  

 (04.9.9) '04全日本ジムカーナ選手権第8戦 
CMSC茨城 大槻正選手はS3クラスで7位に  

 (04.7.22) '04全日本ジムカーナ選手権第7戦 
CMSC茨城 大槻正選手がS3クラスで6位に  

 (04.6.24) '04全日本ジムカーナ選手権第6戦 
CMSC茨城、大槻正選手が攻めの走りでS3クラス2位獲得!!  

 (04.6.3) '04全日本ジムカーナ選手権第5戦 
CMSC茨城、大槻正選手がS3クラスで5位  

 (04.5.20) '04全日本ジムカーナ選手権第4戦 
CMSC茨城、大槻正選手がS3クラスで2位獲得!!  

 (04.4.29) '04全日本ジムカーナ選手権第3戦 
CMSC浜松、平山敦朗選手がＳ２クラスで５位に  

 (04.4.8) '04全日本ジムカーナ選手権第2戦 
CMSC茨城、大槻正選手がＳ３クラス４位でシリーズ２位浮上  

 (04.3.18) '04全日本ジムカーナ選手権第1戦 
CMSC茨城、大槻正選手がＳ３クラスで３位に!!  
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【SPECIAL REPORT】 

'04スーパー耐久レース
MITSUBISHI MOTORS 

国内ラリー＆レースページへ

 (04.11.8) スーパー耐久シリーズ2004第8戦(最終戦) 
CMSC栃木 村田信博選手組がクラス2で3位獲得！ CMSC山形 小川日出生/福山英朗選手組は4位でシリーズ3位に  

 (04.10.7) スーパー耐久シリーズ2004第7戦 
雨中の波乱のレースとなった第7戦SUGO CMSC勢が健闘をみせる！  

 (04.9.16) スーパー耐久シリーズ2004第6戦 
CMSC山形 小川日出生選手/福山英朗選手組が3位に！ シリーズポイントランキング2位を堅守  

 (04.8.12) スーパー耐久シリーズ2004第5戦 
CMSC山形 小川日出生選手/福山英朗選手組が十勝24時間レースで3位を獲得！ シリーズポイントリーダー中谷明彦選手組に1ポイント差に肉薄！  

 (04.7.1) スーパー耐久シリーズ2004第4戦 
CMSC山形の小川日出生選手/福山英朗組が波乱のサバイバル戦を制し、クラス2で優勝!!  

 (04.5.20) スーパー耐久シリーズ2004第3戦 
CMSC山形の小川日出生選手/福山英朗組がクラス2で3位獲得!!  

 (04.4.29) スーパー耐久シリーズ2004第2戦 
CMSC栃木の朝倉貴志選手組がクラス2で健闘の4位!!  

 (04.3.25) スーパー耐久シリーズ2004第1戦 
CMSC山形、小川日出生選手組が開幕戦で２位獲得!! CMSC栃木の朝倉貴志選手組は健闘の4位  

その他のラリー、ダートトライアル、ジムカーナ、レース

 (04.11.18) '04JAFCUPダートトライアル 
CMSC岐阜 櫛田正文選手がS3クラスで貫禄の優勝!! CMSC大阪 矢本裕之選手がN4クラスで2位獲得 CMSC大阪 吉村修選手がN4クラスで3位に 

 (04.11.11) '04JAF-CUPジムカーナ 
CMSC岩手 小島淳選手がN4クラスで5位獲得 

 (04.10.14) '04全日本ラリー選手権二輪駆動部門第8戦 
CMSC帯広の青沼達也選手/中村洋次選手組 全日本ラリーで優勝、大会2連覇を飾る！ 

 (04.9.10) '04FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリー・ジャパン2004」 
CMSC選手が夢の国際舞台で大奮闘！ CMSC大阪 福永修選手/奥村久継選手組がN4クラスで8位に 

 (04.7.8) '04全日本ラリー選手権四輪駆動部門第4戦 
WRC「ラリー・ジャパン」の前哨戦「ノースアタックラリー」でCMSC選手が奮闘を見せ、本番に向け好発進!! 

 (04.6.17) 2004年FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリージャパン」 
CMSC札幌の宝田芳浩選手がWRC「ラリー・ジャパン」参戦を発表!!  

 (04.6.10) 2004年FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリージャパン」 
「群馬三菱自動車ディーラーチーム」がWRCラリー・ジャパンに向け、国内ラリーに出場!!  

 (04.5.20) 2004年FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリージャパン」 
「群馬三菱自動車ディーラーチーム」のCMSC群馬メカニックが本番に向け奮闘中  

 (04.4.29) 2004年FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリージャパン」 
「群馬三菱自動車ディーラーチーム」として「ラリージャパン」に参戦するCMSC群馬の荒井信介選手が丸和でシェイクダウンテスト、カラーリングも決定!!  

 (04.2.26) 2004年FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリージャパン」 
「群馬三菱自動車ディーラーチーム」メカニックにCMSC群馬から３名が選出!!  

 (04.2.17) 2004年FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリージャパン」 
CMSC群馬の荒井信介選手が「ラリージャパン」参加へ チーム名は「群馬三菱自動車ディーラーチーム」  

 (04.12.3) 三菱自動車/ラリーアート2004年ドライバー・オブ・ザ・イヤー 
CMSC広島 河内渉選手が初の受賞!! CMSCの各シリーズ優秀選手も華やかに  

 (04.12.3) CMSC茨城 総会レポート 
CMSC茨城が2004年度総会を開催!! クラブ運営の真摯な姿勢に会員の信頼も厚く 

 (04.11.11) CMSC茨城ホームページのご紹介 
コミュニケーション情報などが満載！ 

 (04.11.4) 「鈴鹿ラリーフェスタ2004」参加レポート 
群馬三菱自動車ディーラーチーム 鈴鹿ワールドラリーフェスタでデモラン＆サービス 

 (04.9.30) CMSC福島がホームページを開設!! 
主催イベント詳細情報などを随時掲載 

 (04.9.23) '04FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリー・ジャパン2004」観戦レポート（CMSC千葉 丹羽浩道） 
CMSC千葉 丹羽浩道選手の「ラリー・ジャパン」参戦レポート 無事完走し、昨年の雪辱を果たす！  

 (04.9.23) '04FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリー・ジャパン2004」観戦レポート（CMSC岐阜 西尾 実） 
CMSC岐阜の西尾 実さんがFIVチームのドクターとして「ラリー・ジャパン」に参加  

 (04.9.16) '04FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリー・ジャパン2004」オフィシャル参加レポート 
つらいが楽しかったオフィシャルと選手とのふれあい  

 (04.9.10) '04FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリー・ジャパン2004」観戦レポート 
日本初のWRC「ラリー・ジャパン」をエンジョイしました！  

 (04.9.10) '04FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリー・ジャパン2004」群馬三菱自動車ディーラーチーム参戦レポート 
CMSC群馬 荒井信介選手/内田昭佳選手組がN4クラス17位(総合24位)で感動のフィニッシュ  

 (04.8.19) '04FIA世界ラリー選手権第11戦「ラリー・ジャパン」 
WRC「ラリー・ジャパン」にCMSC選手7台がエントリー  

 (04.8.5) 2004JAF中国ジムカーナ選手権第5戦&JMRC中国チャンピオンシリーズ第5戦  
CMSC島根チャレンジカップ 備北のコースを満喫する設定に大好評!!  

 (04.7.29) 【CMSC栃木 "JOY耐"参戦報告書】  
今回もランサーの速さを見せつけてきました!!  
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ラリーアートトップページに戻る｜CMSCトップに戻る 

 (04.7.29) 【CMSC栃木「LANCER EVOチャレンジカップ」参戦報告書】  
Ｌｅｔ'ｓ Ｅｎｊｏｙ Ｍｏｔｏｒｓｐｏｒｔｓ!!  

 (04.7.8) ラリー初参戦&観戦レポート(CMSC道北 西夫妻)  
夫婦でラリー初参戦後、新たな視点で全日本ラリーを観戦!!  

 (04.6.17) 2004JMRC東中国ジムカーナシリーズ第2戦「日本海CMSC島根チャレンジカップ」 
天候にも恵まれ、大好評となったジムカーナ!!  

 (04.6.10) 視認性向上！ CMSCロゴがリニューアル!!  
 (04.6.3) '04全日本ラリー選手権第2戦「MSCC東京ラリー2004」CMSC仙台の観戦レポート 

迫力のラリーを間近で堪能!! 
 (04.3.25) CMSC栃木 "Joy耐"参戦レポート 

トラブルに見舞われながらもクラス２位でフィニッシュ  
 (04.3.25) CMSC '04全日本ジムカーナ選手権第1戦 CMSC茨城の観戦レポート  

全日本ジムカーナを応援し自己啓発!!  
 (04.2.26) 2004宮城県ダートトライアルシリーズ第1戦 CMSC仙台 耐寒トライアル 

いよいよシーズン開幕、温かい芋煮で頑張りました!!  
 (04.2.19) 【2003 CMSCチャレンジカップ】最終結果速報!! 

岐阜が再び逆転し、うれしい初優勝を飾る!! 座間は惜しくも2位、帯広は3位に!! 
 (04.2.19) CMSC岐阜の新年挨拶を追加しました 
 (04.1.8) みんなで『ラリージャパン』を成功させよう!! (CMSC青森 鶴ヶ谷慶市会長) 
 (04.1.8) CMSC仙台事務局変更のお知らせ(CMSC仙台 佐藤政一会長) 
 (04.1.1) 【CMSC南茨城が名称変更】「CMSC茨城」としてよろしくお願いします!! 
 (04.1.1) CMSC木全巖会長新年のご挨拶およびCMSC各支部会長新年の抱負 
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