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■支部対抗 

 
支部対抗表彰写真（左から1位～6位） 

順位 支部名 ポイント 

１位 青森 ３５ 

２位 千葉 ３１ 

３位 島根 ３０ 

４位 群馬 ２５ 

５位 岩手 ２５ 

６位 埼玉 ２４ 

順位 支部名 ポイント 
７位 栃木 ２１．５ 
８位 長野 ２１ 
９位 本部 ２０ 

１０位 岐阜 １５ 
１１位 愛知 １５ 
１２位 秋田 １０．５ 
１３位 帯広 １０ 
１４位 福島 ６ 
１５位 座間 ３ 
１６位 山形 １ 
１７位 仙台 ０ 
１７位 南茨城 ０ 

    【CMSC青森の優勝コメント】 
    「出場選手だけではなく、クラブ員、全員一致団結した力です。」 
 

■ＡＮ－１クラス（1600cc以下の２駆のN、SA車両） 

AN-1クラスの表彰(左から1位～5位） 優勝した原和正選手(島根)の走り
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順位 選手名 支部名 Time 

１位  原 和正 島根 55秒77 

２位  伊藤 竜之 青森 56秒08 

３位  外崎 祐樹 青森 56秒39 

４位  長内 豊 帯広 57秒17 

５位  工藤 昇 青森 57秒37 

順位 選手名 支部名 Time

６位  神田 昌明 島根 57秒92

７位  辰巳 圭介 島根 58秒70

８位  佐藤 祐一 秋田 58秒94

９位  谷津 良嗣 福島 59秒29

１０位  金田一 聡 長野 59秒81

１１位  栗本 岳明 南茨城 1分00秒62

１２位  宍戸 洋一 福島 1分01秒71

１３位  鎌田 潤一 仙台 1分02秒32

１４位  田尾 徳秀 南茨城 1分02秒70

１５位  横川 紀仁 仙台 1分03秒96

１６位  谷津 真也 福島 1分22秒44

    【CMSC島根、原和正選手の優勝コメント】 
    「エキマニ折れたのをクラブ員で空き缶で応急修理。それが良かったかな。」 
 

■ＡＮ－３クラス（1600ccを超える４駆のN、SA車両） 

AN-3クラスの表彰(左から1位～6位） 優勝した小島淳選手(岩手)の走り

順位 選手名 支部名 Time 

１位  小島 淳 岩手 52秒67 

２位  吉野 正則 愛知 53秒92 

３位  荒井 信介 群馬 54秒18 

４位  山野 光司 千葉 54秒41 

５位  赤羽 政幸 栃木 55秒25 

６位  千葉 直史 千葉 55秒79 

順位 選手名 支部名 Time

７位  平塚 忠博 千葉 56秒18

８位  下山 耕太 青森 56秒71

９位  後藤 英隆 福島 57秒06

１０位
 鈴木 日出
明

山形 57秒89

１１位  飯田 和夫 愛知 57秒90

１２位  成田 俊之 岩手 57秒90

１３位  蔦谷 英晶 青森 58秒41

１４位  鈴木 俊匡 栃木 58秒58

１５位  藤田 和久 秋田 58秒85

１６位  岩田 賀嗣 群馬 58秒86

１７位  渡辺 宏一 山形 59秒08

１８位  高野 圭一 山形 59秒40

１９位  北爪 敏 群馬 59秒70

２０位  成田 貴 長野 1分01秒60

２１位  岩田 恒廣 群馬 1分01秒60

２２位
 佐々木 雅
之

岩手 1分01秒75

２３位  松本 芳幸 愛知 1分02秒39

２４位  川村 元 岩手 1分02秒73

２５位  高橋 直岐 仙台 1分02秒97

２６位  山口 靖岳 愛知 1分03秒00

２７位  岩井 良祐 福島 1分05秒21

２８位  佐藤 一彦 埼玉 1分05秒32

２９位  吉本 将己 埼玉 1分07秒51

３０位  今野 広朗 仙台 1分15秒55

３１位  近藤 隆行 秋田 欠場

    【CMSC岩手、小島淳選手の優勝コメント】 
    「初参加で元気よく楽しめました。ありがとうございました。」 
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■オープンクラス（排気量、駆動区分なしのSC、D車両） 

オープンクラスの表彰(左から1位～3位） 優勝した三枝光博選手(岐阜)の走り

順位 選手名 支部名 Time 

１位  三枝 光博 岐阜 53秒43 

２位  下谷 光俊 栃木 53秒74 

３位  田中 剛 栃木 54秒11 

順位 選手名 支部名 Time

４位  松原 実 岐阜 54秒49

５位  遠藤 義広 栃木 55秒44

６位  村田 信博 栃木 55秒61

７位  友野 智 千葉 1分03秒01

８位  高木 晃雄 島根 1分03秒70

    【CMSC岐阜、三枝光博選手の優勝コメント】 
    「久し振りの競技会で優勝できて嬉しいです。」 
 

■レディースクラス（排気量による区分なし） 

レディースクラスの表彰(左から1位～3位） 優勝した大井こずゑ選手(群馬)の走り

順位 選手名 支部名 Time 

１位  大井 こずゑ 群馬 59秒84 

２位  佐藤 睦子 秋田 1分00秒78 

３位  山野 久乃 千葉 1分01秒78 

順位 選手名 支部名 Time

４位  工藤 クニ子 岩手 1分03秒05

５位  赤木 陽子 本部 1分07秒16

６位
 岩田 友理
子

群馬 1分07秒87

７位  武田 千浩 福島 1分09秒12

８位  細田 慶子 本部 1分11秒66

    【CMSC群馬、大井こずゑ選手の優勝コメント】 
    「今日は車とタイヤが良かったので優勝できました。」 
 

■コルトクラス（新型コルト全車、N、SA、SC、D車両） 

コルトクラスの表彰(左から1位～3位） 優勝した上野陽志夫選手(長野)の走り

順位 選手名 支部名 Time 

１位  上野 陽志夫 長野 1分06秒68 

２位  糸山 寿明 千葉 1分08秒00 

３位  戸井田進之介 本部 1分08秒48 

順位 選手名 支部名 Time

４位  斉藤 利一 埼玉 1分10秒24

５位  宮武 貴司 島根 1分10秒97

６位  吉岡 正悟 埼玉 1分11秒35

７位
 六本木 純
一

本部 1分14秒95
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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 

８位
 小出 久美
子

座間 1分15秒63

９位  喜多 秀典 本部 1分16秒24

１０位  大泉 剛 福島 1分20秒24

    【CMSC長野、上野陽志夫選手の優勝コメント】 
    「コルトのスピードと年をとった私の目（動体視力）があったのが勝因です。」 
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