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'05全日本ラリー選手権四輪駆動部門
MITSUBISHI MOTORS 

国内ラリー＆レースページへ

 (05.10.27) '05全日本ラリー選手権四輪駆動部門第5戦(最終戦) 

Cクラスで、CMSC埼玉 田口幸宏選手が今季最上位となる2位を獲得! Bクラスで、CMSC秋田 石川俊明選手が3位に!  
 (05.9.22) '05全日本ラリー選手権四輪駆動部門第4戦 

CMSC埼玉 田口幸宏選手がCクラス3位を獲得! CMSC札幌 田中伸幸選手がBクラス3位に!  
 (05.7.28) '05全日本ラリー選手権四輪駆動部門第3戦 

CMSC札幌 田中伸幸選手がBクラスで今季初優勝!  
 (05.6.23) '05全日本ラリー選手権四輪駆動部門第2戦 

CMSC秋田 石川俊明選手がBクラス2位獲得!  
 (05.5.26) '05全日本ラリー選手権四輪駆動部門第1戦 

CMSC大阪 福永修選手がCクラス6位 CMSC道北 田中伸幸選手がBクラス4位に  

'05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

 (05.10.13) '05全日本ダートトライアル選手権第8戦(最終戦) 
CMSC広島 川崎勝己選手が今季最上位のN3クラス2位獲得 
CMSC岐阜 櫛田正文選手が今季7連続となるSA2クラス2位に 

CMSC広島 河内渉選手がDクラス2位で惜しくもシリーズ連覇を逃す!  
 (05.9.15) '05全日本ダートトライアル選手権第7戦 

CMSC群馬 荒井信介選手が今季5勝目でN3クラスチャンピオンを獲得!! 
CMSC長野 宮入友秀選手がDクラス初優勝を飾る! 

N3クラスとDクラスで、CMSC勢が1～4位を独占!!  
 (05.7.14) '05全日本ダートトライアル選手権第6戦 

N3クラスでCMSC勢が1～6位を独占!! 
CMSC群馬 荒井信介選手(N3クラス)がエボIXで王手をかける4勝目!! 

CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)が今季2勝目!  
 (05.6.23) '05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(N3クラス)が今季2勝目!! 
CMSC福島 星盛政選手(N3クラス)が健闘の3位に 

CMSC岐阜 櫛田正文選手(SA2クラス)が2位獲得  
 (05.6.2) '05全日本ダートトライアル選手権第4戦 

CMSC群馬 荒井信介選手(N3クラス)が怒濤の3連勝!! 
CMSC広島 河内渉選手(Dクラス)が今季1勝目!! 
CMSC岐阜 櫛田正文選手(SA2クラス)が2位! 
CMSC大阪 吉村修選手(N3クラス)が3位に  

 (05.5.12) '05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(N3クラス)が2連勝を飾る!! 
CMSC広島 和田俊昭選手(Dクラス)が15年目の初優勝!! 
CMSC岐阜 櫛田正文選手(SA2クラス)は2位獲得!!  

 (05.4.21) '05全日本ダートトライアル選手権第2戦 
CMSC群馬 荒井信介選手(N3クラス)が圧倒的勝利!! 
CMSC岐阜 櫛田正文選手(SA2クラス)が2位獲得!! 
CMSC大阪 吉村修選手(N3クラス)は2位に!!  

 (05.3.24) '05全日本ダートトライアル選手権第1戦 
CMSC大阪 吉村修選手(N3クラス)が開幕戦を制す!! 
CMSC岐阜 櫛田正文選手(SA2クラス)が11年振りの全日本戦優勝!!  

'05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

 (05.9.29) '05全日本ジムカーナ選手権第8戦(最終戦) 
CMSC茨城 大槻正選手はSCクラス8位でシリーズランキング6位に  

 (05.9.8) '05全日本ジムカーナ選手権第7戦 
CMSC茨城 大槻正選手はSCクラス10位に  

 (05.8.11) '05全日本ジムカーナ選手権第6戦 
CMSC茨城 大槻正選手はSCクラス16位に終わる  

 (05.7.21) '05全日本ジムカーナ選手権第5戦 
CMSC茨城 大槻正選手がSCクラスで2位獲得!  

 (05.5.26) '05全日本ジムカーナ選手権第3戦 
CMSC茨城 大槻正選手は、SCクラス9位  

 (05.4.28) '05全日本ジムカーナ選手権第2戦 
CMSC茨城 大槻正選手は、SCクラス9位  

 (05.3.17) '05全日本ジムカーナ選手権第1戦 
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【SPECIAL REPORT】 

CMSC茨城 大槻正選手が開幕戦でSCクラス3位獲得！  

'05スーパー耐久レース
MITSUBISHI MOTORS 

国内ラリー＆レースページへ

 (05.11.24) スーパー耐久シリーズ2005第8戦(最終戦) 
CMSC山形 小川日出生選手/福山英朗選手組がST2クラス逆転2位獲得でシリーズ4位に  

 (05.10.6) スーパー耐久シリーズ2005第7戦 
CMSC山形 小川日出生選手/福山英朗選手組がST2クラスで3位表彰台を獲得!  

 (05.9.15) スーパー耐久シリーズ2005第6戦 
CMSC栃木 村田信博選手選手組がST2クラスで逆転優勝を飾る!  

 (05.8.11) スーパー耐久シリーズ2005第5戦 
CMSC山形 小川日出生選手／福山英朗選手組がST2クラスで4位  

 (05.7.21) スーパー耐久シリーズ2005第4戦 
CMSC山形 小川日出生選手／福山英朗選手組は4位に  

 (05.6.2) スーパー耐久シリーズ2005第3戦 
CMSC山形 小川日出生選手／福山英朗選手組が今季初の表彰台となる3位を獲得!  

 (05.5.19) スーパー耐久シリーズ2005第2戦 
CMSC栃木 村田信博選手組が3位フィニッシュ!  

 (05.4.28) スーパー耐久シリーズ2005第1戦 
CMSC山形 小川日出生/福山英朗選手組が開幕戦4位に  

その他のラリー、ダートトライアル、ジムカーナ、レース

 (05.11.17) '05JAFカップダートトライアル(CMSC福島共催) 
CMSC選手が3クラス制覇の快挙!!  N3クラスでCMSC群馬 荒井信介選手が貫禄の優勝、SA2クラスでCMSC岐阜 櫛田正文選手がJAFカップ2連覇、Dクラス

のCMSC群馬 大井義浩選手がオーバーオールウィン!  
 (05.11.10) '05JAFカップジムカーナ 

CMSC愛知 馬場和三郎選手がSCクラス3位を獲得!  
 (05.10.7) '05FIA世界ラリー選手権第13戦「ラリー・ジャパン2005」 

CMSC浜松、山内伸弥選手/杉村哲郎選手組がN4クラス11位でフィニッシュ  
 (05.7.28) '05FIAアジア・パシフィックラリー選手権第4戦「ラリー北海道」 

CMSC群馬、荒井信介選手/内田昭佳選手組が4位を獲得! ～WRC「ラリー・ジャパン」に向け大きな弾みに～  
 (05.5.17) チーム群馬三菱、WRC「ラリー・ジャパン2005」に向け始動 

～ドライバーは荒井信介選手(CMSC群馬)、車は三菱ランサーエボリューションVIII グループN～ 

 (05.12.8) CMSC茨城 総会レポート CMSC茨城が2005年度総会を開催!! 

恒例の懇親会で会員相互コミュニケーションを深める  
 (05.12.2) 三菱自動車/ラリーアート2005年ドライバー・オブ・ザ・イヤー 

CMSC群馬 荒井信介選手が通算3度目となる受賞!!  
 (05.12.2) '05JMRC西日本ダートフェスティバルin九州 

DクラスのCMSC島根 三好工選手が2位獲得！  
 (05.11.24) CMSC群馬がホームページを新たに開設 

コミュニケーションツールとして活用!  
 (05.11.10) CMSC栃木ジムカーナ主催レポート(10/9) 

CMSC栃木、4年振りにジムカーナ大会を開催!! D1デモランと盛りだくさんの運営で大盛況に  
 (05.10.20) CMSC岐阜、西尾実選手の全日本ダートトライアル選手権最終戦参戦レポート  

～第８戦「ダートトライアル イン ヒロシマ」～  
 (05.9.1) 05CSC全国大会開催レポート 

「05CMSC全国大会」盛大に開催。2年に一度の真夏の祭典を家族も一緒にエンジョイ!!  
 (05.9.1) 青木科学エンジン洗浄デモンストレーション 

協賛会社の青木科学がエンジン洗浄デモンストレーション 

洗浄実施車は軒並みタイムアップ!  
 (05.8.25) CMSC青森ラリー主催レポート(7/23-24) 

CMSC青森が伝統あるラリーを今年も開催! ラリー終了後の恒例「朝から反省会」も盛大に!?  
 (05.8.25) CMSC島根ジムカーナ主催レポート(8/7) 

CMSC島根、真夏のジムカーナ大会を開催!!  
 (05.7.28) 「ラリー北海道」観戦レポート(CMSC道北 西健一) 

CMSC勢の大活躍に思わず興奮!  
 (05.6.30) '05CMSC全国大会 

待ちに待った全国大会、開催概要発表!!  
 (05.6.23) CMSC香川ダートトライアル主催レポート(6/12) 
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【チャレンジカップ】 

2001年 CMSC NEWS | 2002年 CMSC NEWS | 2003年 CMSC NEWS | 2004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 

CMSC香川が今季3回目のイベントを主催! シリーズも後半戦に突入! 白熱した戦いに!!  
 (05.6.2) CMSC青森ジムカーナ主催レポート(5/15) 

雪と桜とジムカーナ  
 (05.5.26) CMSC大阪ジムカーナ走行会主催レポート(5/5) 

汗ばむ陽気の中、モータースポーツを120％満喫!!  
 (05.4.20) CMSC香川イベント主催レポート(4/10) 

桜満開の中、JAF四国ダートトライアル選手権第2戦を開催！  
 (05.4.14) CMSC栃木、赤羽政幸選手の海外ヒルクライム参戦記 結果は総合13位（クラス3位）に 

～シルバーストン・レース・トゥ・ザ・スカイ（ニュージーランド）～  
 (05.3.24) CMSC岐阜の櫛田正文選手がラリーアートから特別表彰 

～還暦祝いに自ら花を添える11年振りの'05全日本ダートトライアル選手権第1戦優勝～  
 (05.3.17) 群馬三菱自動車ディーラーチーム「ラリー・ジャパン2004」参戦をモチーフにした2005年カレンダーが好評！ 

CMSC群馬 荒井信介選手をはじめチームメンバーのイラスト入り  
 (05.3.17) CMSC岐阜総会レポート! 

CMSC岐阜、創立30周年の今年、総会でチャレンジカップ3連覇達成を誓い合う!  
 (05.3.17) CMSC香川イベント主催レポート(3/6) 

待ちに待った四国のダートトライアルシーズン、CMSC香川主催で開幕！  
 (05.3.10) 「2004年JAF全日本ラリー選手権ダイジェスト IN CAR」JRCAオフィシャルDVD好評発売中!! 

CMSC埼玉 田口幸宏選手のインカー映像も収録!!  
 (05.1.27) '05CMSC全国大会 

8月27日(土)福島県・エビスサーキットにて開催決定！  
 (05.1.24) 2004年JAF地方選手権で活躍したCMSC選手達 

CMSCから6名のシリーズチャンピオンが誕生!! 各シリーズ2～6位までにCMSC選手25名が入賞を果たす!!  
 (05.1.6) CMSC帯広・11/7練習会、12/11総会＆忘年会レポート 

練習会ではジンギスカンとちゃんちゃ焼きに舌鼓。総会＆忘年会で2005年の更なる活躍を誓い合う!  
 (05.1.1) 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  

 (05.12.29) '05CMSCチャレンジカップ第3回（9～11月）集計結果発表!!CMSC座間が逆転トップに躍り出る!! 

'04年８位の帯広が２位に、'03,'04年チャンプの岐阜が３位をキープ  
 (05.9.29) '05CMSCチャレンジカップ6～9月集計結果発表!! 

CMSC帯広が逆転トップに躍り出る!! '04年5位の座間が2位キープ、'03,'04年チャンプの岐阜が3位に  
 (05.6.30) '05CMSCチャレンジカップ1～5月集計結果発表!! 

昨年の覇者、岐阜が好スタートを切る!! '04年5位の座間が2位、'04年9位の札幌が3位に  
 (05.4.14) 2005年CMSCチャレンジカップ概要決定!! 

新たに個人別対抗戦レディース部門を設置！  
 (05.4.14) '04年CMSC活動実績と'05年度CMSC活動計画について  
 (05.2.3) 2004年度チャレンジカップ最終結果発表!!  

再度の逆転劇、岐阜が2年連続の栄冠に輝く!! 道北が惜しくも僅差で2位、追い上げた栃木は3位に  

 Copyright by RALLIART INC.

3/3 ページCMSC

2011/05/31http://www.ralliart.co.jp/cmsc/05news.html


