
 

Driver’s Comments #3 

DAY 1B 

2016年 7月 2日  

天候：小雨 

サービス B 

 

Car# Class Name Comment 

1 JN6 勝田 範彦 自分のペースで走っています。あんまり無茶せず。でもどこか

でプッシュして行かないといけないと思うんですけれどね。 

2 JN6 奴田原 文雄 特に大きなトラブルもなく順調に来ています。天気によってタイ

ヤをどうしようか悩んでいます。 

3 JN6 福永 修 ちょっとイマイチあまり乗れてないですね。ちょっとセットアップ

変えて、午後に頑張ります。 

4 JN6 新井 敏弘 二本目でスピンしたので、１５秒くらいロスしてます。もうちょっと

速く走らなきゃね。１０秒くらいまで戻しておけば明日で何とか

なると思うんだけど、１５秒あるとちょっとキツいかな。 

5 JN6 鎌田 卓麻 一本目の SS2 で窓ガラスが曇るトラブルがあって、４～5 秒遅

れちゃったんだけれど、何とか２位まで取り返してきたので、ま

だ奴田原選手と 2.4秒差なので、これから勝負かけたいと思い

ます。（午後から天気が崩れそうだけれど）天気自体はどうしよ

うもできないので、それに合わせて車のセッティングをチョイス

していこうかと思います。 

6 JN6 藤本 鋼二 けっこう路面に苦戦しましたね。これからも慎重に走りたいと思

います。 

7 JN6 Mike Young （Stages are） Quite good. One stage is very slippery with all 

the grasses but at other stages (were ok).  I think we had 

a good rood position, very swift with quite good grip but, 

very different from APRC cars and I am trying to adjust to 

it. 

ステージはいいね。一本は草がのせいで滑りやすかったけど、

他は大丈夫。走行順も良かったと思う。グリップが良くてすばし

っこく走れたかな。でも APRC の車両とはかなり感覚が違うの

で、徐々に慣れてきているところだよ。 

16 JN5 柳澤 宏至 一回パンクしましたけど、何とか大丈夫でしたね。このペースで

行こうと思っています。 

18 JN5 H. Kovalainen Quite difficult. I enjoyed but it was quite difficult to find a 

good pace yet. I am getting adjusted to it and at the last 



 

stage was the best and I felt better but still a long way to 

go. Anyway, I knew it is difficult but it was more difficult 

than I expected. No problem. 

とても難しいね。楽しんでいるけど、いいペースを見つけるのは

まだ難しいかな。慣れてきてはいるし、最後のステージは今ま

でで一番良かったけど、まだまだ道のりは長いね。とにかく、難

しいことはわかっていたんだけど、思った以上に難しかった、っ

てことかな。でも問題ないよ。 

19 JN5 大倉 聡 なんか、調子いいみたいです。これからの転機が問題ですね。 

21 JN5 草間 一朝 ダメですね。エンジンチェック（警告灯）が点いちゃって全く何に

も。たぶんこれ、ディーラーに持って行かないとどうにもならな

い感じです。SSの最中にエンジン切ったりしないと走れなくなっ

ちゃってるので、そんな感じです。 

22 JN4 山口 清司 雨にてこずってなかなかペースが上がらなかったですね。(天

候が)このままもってくれれば、今のイメージで持って行けるの

で、ちょっとペースアップします。 

23 JN4 曽根 崇仁 雨の影響でスリッピーだったんですけれど、自分の走りはできた

かな、と思います。５番まで上がったんですけど、４番も射程距

離に入ってきましたね。トップ１，２，３番があまりタイムが変わら

ないので、さっき足のセッティングを若干変えましたし、それで

頑張りたいと思います。 

24 JN4 横嶋 良 ちょっと滑りやすくて思うようにタイムが上がらなかったので、二

本目はしっかりそこを頭に入れて頑張ります。 

25 JN4 石川 昌平 86 勢の中ではいいタイム出せていて、小倉選手がちょっとトラ

ブルがあったみたいで、それで一位に上がれたんですけれど、

午後も気を抜かずに頑張ろうと思います。 

27 JN4 香川 秀樹 まぁそこそこ走ってきたんですけどね、でも雨降ってきちゃった

んで、路面も滑りやすくて結構難しかったですね。まぁ北海道

らしい道で楽しいって言えば楽しいですね。 

28 JN4 山口 貴利 遅いです。埃が上がらなくて、86 でも全然いいんじゃないです

か。４駆の有利とか全然なしで、路面も悪くないし。ブーンも２

台消えてしまったし、このまま潰さないように走ります。 

30 JN3 天野 智之 今のところ１位なんですけど、寺川選手のデミオが速くって、い

ま３秒差くらいですね。結構まぁ、いい感じかも知れないです。

楽しいです。予想より（寺川選手が）速かったです。でも総合順

位は悪くないので、僕が遅いというよりは寺川選手が速いという

ことだと思います。タイヤがどこのタイミングでウェットになってく

るかと思うんですけれど、おそらくドライのまま言っちゃおうかと



 

思います。タイヤもそれしか積んできていないですし。 

31 JN3 岡田 孝一 まだまだですね。天気はまぁいいんですけど、乗れていないで

す。攻めると言った割には。恥ずかしい話で。 

32 JN3 唐釜 真一郎 順調とはいえないんですけど、まぁ２周目挽回といったところで

す。 

33 JN3 寺川 和紘 まぁ、なんとかなんとか、頑張って食らいついていけているか

な、という感じです。雲が厚いので天候は不安ですが、何とか

持ちこたえたいですね。 

34 JN3 中西 昌人 まぁ順調です。天気はあまり崩れてほしくないですね。FF/FR

勢に持って行かれるんで。 

35 JN3 藤田 幸弘 まぁ楽しかったけど、微妙に離されてます。（午後に雨で）コン

ディションが変わればまだチャンスがあるかも。同じコンディショ

ンじゃ同じタイムしかでないから。 

36 JN3 鷲尾 俊一 取りあえず持ちこたえています。なんとか二速で完走出来そう

な雰囲気ですね。 

37 JN1 小川 剛 ちょっとタイヤの選択間違えまして、降ると思ってブラシ履いて

行ったんですけど、降らなくて。午後からちょっといいかなと思

ってます。 

38 JN1 松原 久 ストップ何回もしました。難しいです。雨も上がると思うので、午

後は頑張って行きます。 

41 JN1 田中 伸幸 調子に乗れなかった。ちょっとだけ慣れてきている感じで、午

後に向けて調子を上げていきたいですね。希望的観測で。 

43 JN1 番場 彬 轍が予想以上にできていたので、ちょっと今サスペンション、リ

アを変えてもらってそこの対策をして、午後頑張ってもう少し上

を目指したいんですけれど、ちょっと先頭とは差が開いてしまっ

たので、頑張って５位くらいまでは巻き返したいなと思ってま

す。 

 

 

 


