MJTDLAPMWMスイフト

細木智矢

Tomoya HOSOKI

今後はトラクションの向上がポイント
第２戦恋の浦ではスイフト初優勝もゲット

MJTDLSPAMWMスイフト

詳細

Fr：3K、Rr：３K
F：0.5、R：1.0
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12サスペンションはダンパー・スプリング共にインテグラの
時から使用している KYB で、ばね定数は前後３㎏ / ㎜を使用し
ているが、今回が実戦初投入ということで、スプリングなどは
今後変わっていく可能性が高いという。34ロールバーやガー
ド、６点式シートベルトはCUSCO製でシートはBRIDEのZETA
ⅢPLUSを装着。56ブレーキはitzz F0.5 R1.0。こちらもまだ
暫定仕様とのこと。その他、ＬＳＤはＣＵＳＣＯ、ホイールは
RAYSでF6.5J R 6.0J、
クラッチやエンジン・ミッションマウン
トは純正品を使用している。
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BRIDE
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ブレーキパッド
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ガード
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ホイール
シート
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ターボパワーをどう
活かしていくかが鍵となる

ＺＣ Ｓに乗り換えたのは、インテグ

いかなと思います。

これから回数を乗って慣れていくしかな

った部分もまだ全然つかめていないので、

ないですし、クルマのクセとか特性とい

うアクセルワークもまだちゃんとできて

えていくかが重要だと思います。そうい

でいかに空転させずにパワーを路面に伝

クが立ち上がるので、タイヤの回し始め

エンジンもターボで下から急激にトル

ラよりも乗りにくい状態ですね。

ないので、今はまだ間違いなくインテグ

トのトラクションがきれいに掛けられて

すし、アクセルワークに対してもフロン

じです。狙ったラインを通せていないで

てきたので、まだまだこれからという感

した。セッティングなどの方向性も見え

ちょっと違うな、ということはわかりま

すが、開幕戦の公開練習で走ってみて、

部分もあったので、暫定仕様だったので

い状態です。走ってみないとわからない

ンションのテストはまだ全然できていな

で、走る上で重要な、ブレーキやサスペ

見つからずギリギリになってしまったの

りますからね。ただ、クルマがすぐには

たですし、新たなクラスはやりがいもあ

グチャンピオンに拘る理由も特になかっ

ルマだったからです。ディフェンディン

かと思っていた時にちょうど出てきたク

ラがもう部品も無くて他に乗り換えよう
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ZC33S

新型スイフトスポーツはダートで速い!

モンスタースポーツDLスイフト

河石 潤

Jun KAWAISHI
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1シートはBRIDEの定番ZETAⅢ、シートベルトはSPARCOの
6 点式。256モンスターのコンプリートカーなのでロールバ
ーやガード、サスペンション、マウント類はもちろんモンスタ
ーの製品が使用されている。ダンパーの仕様やスプリングの詳
細は不明だが河石曰く「最初からまったく違和感なくダートを
走れる」とのこと。なおLSDやクラッチも現在モンスターで製
作中ということで今は暫定仕様だ。34ブレーキパッドはBRIG
でF VS082 R DHを使用。ホイールはENKEIのRC-T5、本来タ
ーマック用だが軽さを優先したチョイスだ。

モンスタースポーツDLスイフト
ダンパー
スプリング
ブレーキパッド
LSD
クラッチ
エンジンM/T
ミッションM/T
ロールバー
ガード
タイヤ
ホイール
シート
シートベルト

メーカー/銘柄
モンスター
ノーマル
BRIG
クスコ／TYPE MZ 15wby
ノーマル
モンスター
モンスター
モンスター
モンスター
DUNLOP／74R 88R 92R
エンケイ／RC-T5
BRIDE／ZETAⅢ
SPARCO／６点

詳細
F：不明
F：VS082 R：DH
モンスターで製作中のため暫定でクスコ使用

サイズ：185/65-15

憧れのモンスターワークスマシン
９年ぶりのFF車だがセッティングに不満なし
5

最適セットアップ済みの
コンプリートカー

86

ＫＯＵＫＩはまだ１年しか乗ってい

なかったので、今年もそのままでいく予

定だったのですが、たまたまモンスター
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さんから『乗ってみないか？』と声をか

けていただいたのがＺＣ Ｓに乗ること

になったきっかけです。僕らの世代だと、

モンスターカラーのマシンで全日本戦を

戦うというのはひとつの夢でしたから、

断る理由はありませんでした。

モンスターのコンプリートカーは、元

ダートラチャンピオンの粟津原豊選手が

自分で走って気持ちいい仕様にセッティ

ングされているということなので、正直、

バネは何キロが装着されているか？ Ｌ

ＳＤの仕様がどうなっているのか？ な

どは知りません（笑）。何回かテストで

走らせていますが、ブレーキなども全然

問題なく、減衰を少し調整したくらいで、

今のところ大きく変更したい部分はない

ですね。今後いろいろなコースを走るう

ちに何か出てくる可能性はありますが、

それよりも、自分がＦＦ車両に乗るのが

９年ぶりということの方が要素としては

大きいです。しばらくリヤ駆動車にしか

乗っていなかったので、コーナリングな

どはまだまだＦＦの走らせ方ができてい

ないです。また、とっさの動作をおこな

う際などは、リヤ駆動車のクセが出てし

まうことがあるので、今一番必要なのは

自分のドライビングの改善ですね。
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ZC33S

新型スイフトスポーツはダートで速い!

YHKYBabオクヤマスイフト

宝田ケンシロー
Kenshiro TAKARADA

1

2

3

4
1インテリアはケンシローの拘りが満載だ。シートはBRIDEで
ショルダー幅がコンパクトなARTISⅢ、ステアリングはMOMO、
シートベルトは迷彩柄の6点式HPI製が装備されている。2ロー
ルバーとガード類は当然オクヤマ製。34ブレーキはアクレで
F SPECIAL R 試作品、最適なパッドをまだ模索中。56ダン
パー・スプリングは細木と同じKYBだがフロントのばねが現時
点では宝田の方が硬いばねを使用している。LSDはCUSCOで
そんなに強めにはしていない仕様とのことだ。エンジンマウン
トは純正品にゴムを流しこむタイプの強化品だ。

YHKYBabオクヤマスイフト
ダンパー
スプリング
ブレーキパッド
LSD
クラッチ
エンジンM/T
ミッションM/T
ロールバー
ガード
タイヤ
ホイール
シート
シートベルト
ハンドル

メーカー/銘柄
KYB
KYB
アクレ
クスコRS
ノーマル
ゴム流し込み
ノーマル
オクヤマ
オクヤマ
ヨコハマ
エンケイ／T-4、T-5
BRIDE
HPI
MOMO

詳細
伸び
F：3.5 R：3.0
F：スペシャル R：試作レーシングプロ
1.5way 350

９点
185/60 15 195
ARTISⅢ
６点式

暫定仕様だが軽量ボディのメリットを感じる
限界はまだまだ先にありそうだ
5 6
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仕上がりは ％くらい
走らせ方を模索中

ＺＣ Ｓで２年連続チャンピオンも獲

りましたし、それならそのまま３年目も

行くか？って言われるとちょっと微妙な

感じだったので、乗り換えるには良いタ

テストは多少してきましたけど、まだ

イミングでしたね。

初期トラブルとかを潰してる段階でもあ

るので、全体的な仕上がりとしては現状
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％くらいですかね。ＬＳＤも含めて足

まわりなどのセットアップはある程度ま

で出せていると思うんですが、クルマの

限界値がまだ見えていない部分が多いの

で何とも言えないですね。どうしてもＺ

Ｃ Ｓでの走りのイメージが基準になっ

てしまうので、
そのイメージで走ると
「も

っと全然イケるじゃん」ってなるところ

が結構多いんです。フロントが軽いから

だと思いますが、今までならアンダーが

出るような場面でも、そのままアクセル

を踏み続けていられますし、フロントが

逃げないので、サイドターンをしなくて

も曲がれてしまうコーナーが増えた感じ

がします。ですから、走らせ方に関して

はかなり模索している段階なんですが、

開幕戦の公開練習を走って、他の選手の

タイムと比較したり、走りを見ていたり

すると、
『あーまだまだいっていいんだ

なー』というのがわかったのでかなりの

収穫です。自分の走りのイメージももっ

と広げていかないと駄目ですね。
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SWK･itzz･DLスイフト

今村宏臣

Hiromi IMAMURA

ディーラーのバックアップで５年ぶりに復帰
トルクが太いので高いギヤを多用
SWK・itzz・DLスイフト
ダンパー
スプリング
ブレーキパッド
LSD
クラッチ
エンジンM/T
ミッションM/T
ロールバー
ガード
タイヤ
ホイール
シート
シートベルト

メーカー/銘柄
KYB
KYB
ウインマックス
SWK
（スズクワークス久留米）
/way
ノーマル
ASササキ
ASササキ
オクヤマ
オクヤマ
ダンロップ
レイズ／TE37 グラベル
ブリッド
HPI

3

F：３ R：3
F：1.0 R：2.0

1 2
12細木、宝田と同じくKYBのダンパーとスプリングの組み合
わせ。スプリングレートは細木と同じ前後ともに 3kg/mm で開
幕戦は戦った。3シートはBRIDE、シートベルトはHPIとイン
テリアも信頼のおける定番商品をチョイス。4ロールバーはオ
クヤマ製 6 点式。宝田とは異なるタイプを使用。56ブレーキ
は前後WinmaxでF1.0 R2.0。LSDは今村をサポートするSWK(
スズキワークスクルメ)の1wayタイプを装着し、エンジン・ミ
ッションマウントも地元福岡のジムカーナショップ「オートス
ポーツSASAKI」のオリジナル商品を使用している。

６点

6J-15-35

4

5

6

久しぶりのダートラ
まずはダート路面に慣れる

地元・久留米のスズキディーラーさん
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からのバックアップもあり、５年ぶりに

復帰を決めました。ＺＣ Ｓではシリー

ズチャンピオンも獲得していますが、そ

のあとはジムカーナで舗装路面ばかりを

走っていたので、まずはダート路面をま

ともに走れるようにすることから始めて

いこうと思っています。セッティングも、

現在、メーカー推奨値からは大幅には外

れていない許容範囲内に収まっているは

ずですし、詰めていくにしても、もう少

し走りに慣れてきてからにしようと思い

ます。ダートのセッテイング出しも久し

く行っていないので皆さんよりは多少時

間がかかってしまうかな。そんな心配は

ありますが、そこは慌てずにやっていき

たいです。

走らせ方に関しては、エンジントルク

が太いのでなるべく高いギアを使って走

るようにしています。３速のままで走っ

た方が良いのか、もしくは２速に落とし

た方が良いのか、というギアの選択には

まだまだ迷う場面が多いので、慣れもあ

るとは思いますが、しっかりと選べるよ

うにしていきたいですね。タイムを取っ

てちゃんと比べてみないとわからない部

分もありますが、タイムロスにもアップ

にもどちらにも直結してくるので、セッ

テイングとともに突き詰めていきたいと

ころです。
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詳細

Bオクヤマ☆エナペタルスイフト

鳥居晴彦
Haruhiko TORII

アクセルオンのトルクステアは何とかしたい
サスは現状で80％程度の仕上がり
Bオクヤマ☆エナペタルスイフト
ダンパー
スプリング
ブレーキパッド
LSD
クラッチ
エンジンマウント
ミッションマウント
ロールバー
ガード
タイヤ
ホイール
シート
シートベルト

メーカー/銘柄
エナペタル/ビルシュタインダンパー
エナペタル
Itzz
CUSCO RS
ノーマル
アレックス
アレックス
オクヤマ
オクヤマ
ダンロップ
RAYS
BRIDE
HPI

3

詳細
Fr：調整なし Rr：伸び縮み独立調整
Fr：3.54kg/mm Rr：ノーマル
Fr：ダート用1.0 Rr：ジムカーナ用1.0
1.5way 45°
/15°
イニシャル低め とさかスペシャル

1 2
8点式
1, 185/65 15 or 2, 195/65 15(92R)
1, 6J-15 35mm or 2, 6.5J-15 40mm(92R)
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ＺＣ Ｓと互換部品が多い
選手としては助かる

昨シーズンの途中から乗っていたデミ

32

オのエンジンの調子が悪くなったことも

あり、乗り換えました。もともとＺＣ

Ｓも乗っていて悪い印象はなかったから
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あまり迷いはなかったです。ただ、やっ

ぱり今回のＺＣ Ｓはターボ車なのでア

クセルオン時のトルクステアがＬＳＤの

セッティングの塩梅によって顕著に出ま

すね。だから今もＬＳＤは色々と試して

いる最中ですが、もう少し効きを落とそ

80

うかなと思っています。

サスペンションは ％くらいセットア

ップが決まったという感じ。リアのダン

パーはエナペタルの伸び／縮みが別々に

調整できるタイプだからセッテイングの

幅はかなり広いですね。フロントのバネ

32

ももう少し自由長の長い柔らかいのを試

してみたいけれど、ＺＣ Ｓからスタビ

の取付位置が変わってるからあまり長い

フロントのブレーキパッドなどはＺＣ

のは入らない。ちょっと難しいですね。

Ｓと同じ部品が使えるし、消耗部品で

も共通部分があるのは選手としては助か

15

るりますね。タイヤも色々と試している

けど、今のところ１８５／ Ｒ が一番

コントローラブルで良いかな、と思って

る。これはドライバーの好みの問題もあ

ると思うのでなんとも言えないけれど、

結局は本人が安心して乗れるかどうかっ

てことだと思うんですよね。
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12ダンパーは前後ともエナペタルで、リアのみ伸び縮み独立
調整タイプ。スプリングはFrエナペタル Rrノーマルだがフロン
トはまだ色々と試してみたいそうだ。3鳥居もシートはBRIDE、
シートベルトは HPI とお決まりのセット。4ロールバーはオク
ヤマ８点式。
56ブレーキパッドは細木と同じItzzでFr0.5 Rr1.0
を装着する。LSDはCUSCO RSを使用、
「まだちょっと強いか
な」ということでここからさらに変更していく可能性もあると
のこと。このクラスのDUNLOPユーザーはホイールのインセッ
トをタイヤによって使い分けている。
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ZC33S

新型スイフトスポーツはダートで速い!

スズキアリーナ名古屋南スイフト

平原祐一郎

Yuichiro HIRAHARA

1

2

3

4
1平原も内装系は人気のBRIDEシートとHPIシートベルトの組
み合わせ。2ロールバーとガード類はオクヤマ製。34ブレー
キパッドはBRIGでPN2チャンピオン川島秀樹に相談し、まずは
この組み合わせを試しているFr耐久レース用Rrジムカーナ用と
いう組み合わせだ。56ダンパーは前後エナペタルでリアのみ
減衰調整付タイプ。スプリングはFrテインの3kg/mm Rrはノー
マルという暫定仕様。LSDはCUSCOの1wayタイプでカム角は
55 °を使用している。クラッチはノーマルでマウント類は鳥居
と同じくアレックスのマウントを装着している。

スズキアリーナ名古屋南スイフト
ダンパー
スプリング
ブレーキパッド
LSD
クラッチ
エンジンM/T
ミッションM/T
ロールバー
ガード
タイヤ
ホイール
シート
シートベルト

メーカー/銘柄
エナペダル
F：テイン
（３K） R：ノーマル
BRIG
クスコ／way550
ノーマル
アレックス
アレックス
オクヤマ
オクヤマ
DL
enkei
ブリッド
HPI

詳細
Rr：同時調整
F：耐久用 R:ジムカーナ用

65J-15 38

ZC32Sよりアクセルコントロールは慎重に
無意識に操作できるようにならないとダメ
5 6

まずは新型に慣れることから
少しづつ準備をしたい

スズキのディーラーに勤めているので、

ダートトライアルのイベントがある土日

32

毎に休みをとらなくてはならないのは大

乗り換えるか、競技を引退するかどうか

変。ＺＣ Ｓで４年くらい参戦したので、

なんてことを考えてたら新型が出たので、

です。

『それなら続けよう！』と決意した次第

ＺＣ Ｓは車両が軽く、エンジントル

クも下の回転数から十分にあるので乗り

でそのまま運転すると、アクセルを踏み

やすいですが、ＺＣ Ｓと同じ様な感覚

込み過ぎてタイヤを空転させてしまいま

すし、ギアも全体的にＺＣ Ｓよりもひ

とつ上のギアを使ってあげないとスムー

ズに走れない感じがします。色々と考え

ながら操作をしている状態なので、無意

識に操作ができるようになるまでもう少

ただこのクルマに乗るのが今回で２回

し練習をしないと駄目ですね。

目ですし、丸和での走行はほとんど経験

がなく、さらに第２戦の恋の浦は行った

こともないので、前半戦はとにかくクル

マに慣れていくことが先決と思っていま

す。セッティングも、バネやブレーキと

いった基本的なものを少し変更しただけ

で、まだ細く確認ができていないので、

なんとか地元の中部ラウンドでは良い走

りができるように少しずつですが準備し

ていきたいです。
19

32

32

33

