
 

Driver’s Comments 

DAY 1B 

2016年 7月 2日  

天候：小雨 

セレモニアルスタートでのインタビュー 

 

Car# Class Name Comment 

1 JN6 勝田 範彦 昨日は自分の思い込みで走ってしまいまして、ペースノートが

全く頭に入っていなくて、そのまま行っちゃいました。今日は天

気も心配なんですけれど、一本目から全力で、挽回できるよう

に頑張ります。 

2 JN6 奴田原 文雄 順調に最後まで、ゴールまで行きたいと思います。 

3 JN6 福永 修 前戦はエンジンがトラブルでリタイヤになっちゃったんで、今回

はしっかり完走して、しっかりいい位置につけられるように頑張り

たいと思います。 

4 JN6 新井 敏弘 今年はそんなに砂利が浮いていないので、走りやすいかなと思

います。 

5 JN6 鎌田 卓麻 すごく車の調子がいいんで、楽に運転できるので今日も頑張り

ます。 

6 JN6 藤本 鋼二 とにかく上についていけるように頑張りたいと思います。 

7 JN6 Mike Young (The roads here) were quite nice, twisty and technical The 

roads are short but it is really twisty so feels long, so 

hopefully should be good run. 

コースはいいね、曲がりくねっていてテクニカルで。距離は短い

けれど本当に曲がりくねっていて長く感じるね。いい走りができ

ると思うよ。 

8 JN6 石崎 秀雄 私は洞爺のラリーは初めてなんですけれど、昨日はレッキの時

にマシントラブルがあって、その修復に時間を費やして、いろい

ろ大変でした。今日はバッチリなので頑張ります。 

9 JN6 堀江 拓 普通に走ることを目標に頑張ります。 

10 JN6 堀田 信 調子は普通だと思います。頑張ります。 

11 JN6 上坂 英正 （レッキは）しっかりできたので、今日も楽しんで、しっかり結果も

出るように頑張りたいと思いま s。 

12 JN6 井土 卓治 楽しく走って行きたいです。 

13 JN6 長江 修平 いつも通り頑張ろうかなと思います。 

14 JN6 伊藤 淳郎 雨なんですけど頑張って行きます。 

15 JN6 永井 秀治 調子は万全です。 



 

16 JN5 柳澤 宏至 調子は前回から結構いいので、このペースでトップが取れると

いいなぁと思うんですけど、関根選手もも頑張ると思うんで自

分も目いっぱい頑張ります。 

17 JN5 関根 正人 F1 ドライバーに勝ちたいと思います。「ネン」同士なので、先ほ

ど挨拶しました。 

18 JN5 H. Kovalainen It is going to be quite a difficult weekend. For me it’s my first 

rally here in Japan and I do not have so much experience 

anyway in the rally so we need to be careful. And maybe 

some rain coming so it is going to be challenging condition 

but I am really looking to trying rally. Of course my formula 1 

career and then my GT carrier in Japan and this is my priority 

but at the moment we are looking at the rally so let’s see 

how we get on.. 

この週末はなかなか難しいものになるね。これは僕にとって日

本で初めてのラリーになるし、もともとあまりラリーでは経験はな

いから、気をつけて行かなくちゃね。きっと雨も降ってくるだろう

から、チャレンジングなコンディションになるけれど、とても楽し

みにしているよ。もちろん、F1 のキャリアがあって、そして日本

の GT のキャリアがあるし、優先度はそちらのほうが高いんだけ

ど、今日はラリーに集中しているから、どこまでやれるかやって

みようと思うんだ。 

19 JN5 大倉 聡 頑張ります。 

20 JN5 大橋 逸夫 天候がわからないので注意しながら走りたいと思います。 

21 JN5 草間 一朝 調子はいいと思います。 

22 JN4 山口 清司 雨に負けずに走りたいと思います。 

23 JN4 曽根 崇仁 昨日ちょっと失敗しちゃったので、今日は逆転して帰ってきた

いと思います。 

24 JN4 横嶋 良 しっかり走り切って、明日まで走りきれるようにしっかり考えなが

ら頑張って走ります。 

25 JN4 石川 昌平 ちょっと難しいコンディションになるかもしれないですけれど、頑

張って走りたいと思います。 

26 JN4 小倉 雅俊 取りあえず完走したいです 

27 JN4 香川 秀樹 雨降ってきたんでね、戻ってくるのに多分大変だと思うので、

事故らないように頑張りたいと思います。 

28 JN4 山口 貴利 ブーンはこれ 4 駆なので、相手は 86・FR、雨であることを活か

して 4駆で行くと、（上位に）行けるかなと思います。 

29 JN4 関根 康夫 今回の目標は完走で。北海道はちょっと４連続リタイアなの

で、完走します。 



 

30 JN3 天野 智之 本格的にラリーも始まったんですけれど、本格的に雨も始まっ

たようなので、まずはドライタイヤで行って、その後ウェット使う

かどうか考えて、確実に走り切りたいと思います。 

31 JN3 岡田 孝一 雨を楽しみに、一つ一つのコーナーをバッチリ行きたいと思い

ます。頑張って行きます！ 

32 JN3 唐釜 真一郎 まず完走しないと始まらないので、なおかつ攻めて行きたいと

思います。 

33 JN3 寺川 和紘 とにかくしっかり頑張って踏んで、とてもいい順位で勝っていき

たいと思います。 

34 JN3 中西 昌人 今年からエイトに変えて、グラベルラリーもエイトで挑戦しようと

思って、前戦の福島から出ているんですけれど、なかなか FR

は難しくて、その上今日は雨ということで、なんとかペースを守

って走り切りたいと思います。 

35 JN3 藤田 幸弘 雨は滑るんで注意します。いい道かなと思います。 

36 JN3 鷲尾 俊一 ミッションがもう壊れていますんで、取りあえず何とか完走して

戻って来れればラッキーかな、と思っています。 

37 JN1 小川 剛 完走第一で、良ければ入賞ですね。 

38 JN1 松原 久 何とか３位以内に入賞したいです。 

39 JN1 三苫 和義 優勝目指して頑張りたいと思います。 

40 JN1 髙橋 悟志 精一杯頑張ります。 

41 JN1 田中 伸幸 楽しいラリーにしたいです。 

42 JN1 須藤 浩志 昨日の SS、上手くいきましたんで、その勢いで今日もぶっちぎ

っちゃったいと思ってますがー、って感じですね。 

43 JN1 番場 彬 今回アルトワークス、軽さを活かして雨の中でも早く走れるんじ

ゃないかなと思うので、今回ストップ＆ゴーも少ないので、アル

トワークスとしてはハンディも多少は軽減されると思うので、頑

張って上位目指して走ってきます。 

44 JN1 阿部 敬珠 取りあえず生き残って何とか完走できるように頑張りたいと思い

ます。 

45 JN1 高篠 孝介 ちゃんと帰ってこれるように頑張ります。 

46 JN1 坂 昭彦 取りあえず完走できるように。その後で成績、ですね。 

47 JN1 増川 智 下りは何とかなるんですけれど、上りがね、（アクアは）ちょっと

やっぱり力がないですね。 

48 JN1 平山 十四朗 ドライバーとしての６７歳、ラリー歴は４４年になります。今回も

少し順位は（上に）行きたいですね。 

 

 


