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Driver’s Comments #1 

LEG 1a 

Date: July 1
st

 

At TC1A (After SS1 VOLCANO) 

 

Car# Class Name Comment 

1 JN6 勝田 範彦 いや、ちょっと..(ノーコメント)。 

2 JN6 奴田原 文雄 まあ順調ですよ。そうですね、明日から本格的な林道なので優

勝狙って頑張ります。 

3 JN6 福永 修 ちょっとミスりました。路面はだいぶ荒れてますけど、まあ一応想

定内ですね。いい感じでスタートしていきたいなと思ってます。 

4 JN6 新井 敏弘 ギアが抜けた！ギアが抜けたからコンマ 5 秒くらい損したかな。

最後のストレートの手前で抜けたので。明日もそのまま行けば。

何事もないことを祈って。 

5 JN6 鎌田 卓麻 例年よりも路面が良くなってて良かったです。まあ、車も調子が

いいので頑張ります。ぜひとも勝って行きたいですね。 

6 JN6 藤本 鋼二 けっこう道が荒れてて大変でしたね。明日も焦らず行きたいと思

います。 

7 JN6 Mike Young It was good. I probably did not try hard enough. I thought it can 

be really rough but it is ok, as there will be more stages and 

the main thing is the rally tomorrow 

I will push a little harder tomorrow. 

まぁよかったね。 もっと頑張っても良かったのかもしれないけど。

コースはひどく荒れるのかとも思ってたんだけど、まあ大丈夫。ス

テージはまだまだあるし、大事なのは明日のラリーだね。明日は

もうすこしプッシュして行くよ。 

16 JN5 柳澤 宏至 すごいでっかい石がゴロゴロしていて危険ですね。とりあえずよけ

て走りました。ここは大事なラリーなんでしっかりと走って、上位ひ

とつでも、なるべく優勝できるように頑張ります。 

17 JN5 関根 正人 まぁ、上手く走れたと思います。石もそんなに大きいのはなかっ

たので。気持ちよく走れました。明日も頑張りますよ。もちろん勝

ちに行きます。 

18 JN5 H. Kovalainen It’s quite rough but no problem. The recce is nice and the 

stages in the forest are nice. Today is just a little warm-up 

but tomorrow is the real race. 

とても荒れていたけど問題ないよ。レッキで行った林道はとてもよ
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いコースだった。今日はちょっとしたウｫームアップで、本当の勝

負は明日からだね。 

19 JN5 大倉 聡 （コースが荒れていて車が）壊れちゃいそうですね。明日は素晴

らしいロケーションのコースなので楽しみたいと思います。タイム

だけちょっと心配ですけどね。 

20 JN5 大橋 逸夫 壊したくないので抑えて走ったので、まぁそこそこですね。明日

は、まだセットが出ていないので、様子を見ながら行きます。 

21 JN5 草間 一朝 ちょっと車のトラブルでレッキができなかったのですが、去年より

はきれいでいい道になっていたと思います。基本的には優勝を

目指していきますけど、3位以内で完走出来ればと思います。 

22 JN4 山口 清司 なかなかあの道難しいですね。レッキと違ってレーシングスピード

だとコースがわかりにくいので、走りにくかったです。取りあえず今

日は肩慣らしなので、明日は気持ちを切り替えてイチからスター

トします。 

23 JN4 曽根 崇仁 ミスコースしちゃいました。明日は巻き返しますよ。 

24 JN4 横嶋 良 ちょっと車の感覚を掴んで走ったんですけど、ちょっと失敗しまし

た。でも明日は大丈夫です。頑張ります。 

25 JN4 石川 昌平 上手く走れなかったと思いますけど、明日はリカバーして頑張りま

す。 

26 JN4 小倉 雅俊 最悪でした。 

27 JN4 香川 秀樹 酷い道ですよね（苦笑）。できれば走りたくないですけどね、でも

ラリーなんでね、そういうところも与えられれば走らなきゃいけな

いのがドライバーの仕事なんで。明日の林道のほうが楽しみです

ね。 

28 JN4 山口 貴利 一本目は様子を見た感じです。車自体もまぁそれなりに良かっ

たので、まあまあ行けたかなって思います。明日は天気次第で

すね。 

29 JN4 関根 康夫 あんなもんだね。頑張ります。 

30 JN3 天野 智之 そうですね、まぁ石が多いので抑えましたけど、なんか唐釜選手

がベストタイムだったって聞きましたけど、まぁ、勝負は林道なの

で、ここはこんな感じでいいと思います。ちょっと砂煙とか心配あり

ますけど、普通に走れれば、いいタイムが出るんじゃないかなと

思います。 

31 JN3 岡田 孝一 （このステージは）まぁ普通にとりあえずボチボチと。取りあえず、

皆さんの要望の「打倒天野」に頑張ってみますので。一秒、今、

勝ちましたので。 

32 JN3 唐釜 真一郎 意外とうまく行きましたけど...。明日もこの調子で頑張ります。 

33 JN3 寺川 和紘 視界がちょっと辛かったんですけれど、できる限りのことはやった
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かな、と思います。明日もこの調子を保って、着実に完走して

（上の）順位を目指したいなと思います。 

34 JN3 中西 昌人 ちょっと気負いすぎて、コーナーほとんど突っ込み過ぎて。ちょっ

とタイムロスしました。やっと車に乗り慣れてきたので、明日は頑

張ります。 

35 JN3 藤田 幸弘 ちょっと道に迷いまして。明日は頑張ります。 

36 JN3 鷲尾 俊一 ミッション壊れているので...。明日も直りません。1速と 3速だけで

す。 

37 JN1 小川 剛 楽しかったです。久々のダートなんでね。明日からも完走目指し

て頑張ります。 

38 JN1 松原 久 自分の埃で（前が）見えませんでした。明日も頑張りたいと思いま

す。 

39 JN1 三苫 和義 だいぶ失敗しました。明日は車のセッティングも変わってきてい

るので、林道走らないとわからないですね。 

42 JN1 須藤 浩志 ダートラ走りをしちゃったので、どうでしょう。良いのだか悪いのだ

か、比較してみないとわからないですね。気持ちはよかったです

よ。明日は頑張ります。 

45 JN1 高篠 孝介 ここで前、ドラシャ折ってるので、まずは走り切れてよかったな、

と。(明日は)雨が降るので、どうなるかわからないですけど、淡々

と完走したらきっといい結果がついてくるんじゃないかと思うので

頑張ります。 

46 JN1 坂 昭彦 スタートして見えなくて、ミスコースしてしまってね。路面はまだ始

まったばかりできれいです。 

 

 


