
'07全日本ダートトライアル選手権第8戦(最終戦) 

CMSC長野・宮入友秀選手が今季４勝目を挙げ      . 
初のDクラスチャンピオンに輝く!! 

今季CMSC選手３人目のチャンピオン！ 

CMSC大阪・吉村修選手(N3クラス)が今季３勝目で最終戦を飾る！ 
CMSC群馬・荒井信介選手(SA2クラス)が４連勝となる今季５勝目を獲得！ 

Ｎ３・Ｄクラスで１-２位、ＳＡ２クラスで１～３位をCMSC選手が占める!! 

  

2007年10月11日

'07全日本ダートトライアル選手権Dクラス チャンピオン

宮入友秀選手(CMSC長野) Dクラス 

第1戦 2位、第2戦 3位、第3戦 優勝、第4戦 優勝、 
第5戦 6位、第6戦 6位、第7戦 優勝、第8戦 優勝(写真) 

シリーズチャンピオン！ 
 

吉村 修選手(CMSC大阪) N3クラス 

第1戦 4位、第2戦 優勝、第3戦 4位、第4戦 優勝、 
第5戦 6位、第6戦 2位、第7戦 2位、第8戦 優勝(写真) 

シリーズチャンピオン！ 
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荒井信介選手(CMSC群馬) SA2クラス 

第1戦 優勝、第2戦 2位、第3戦 2位、第4戦 2位、 
第5戦 優勝、第6戦 優勝、第7戦 優勝、第8戦 優勝(写真) 

シリーズチャンピオン！ 
 

山野光司選手(CMSC千葉) N3クラス 北島広実選手(CMSC千葉) SA2クラス 
第1戦 3位、第2戦 R、第3戦 11位、第4戦 2位、 

第5戦 2位、第6戦 17位、第7戦 5位、第8戦 2位(写真) 
シリーズランキング４位 

 

第1戦 2位、第2戦 優勝、第3戦 優勝、第4戦 優勝、 
第5戦 3位、第6戦 3位、第7戦 5位、第8戦 2位(写真) 

シリーズランキング２位 
 

河内渉選手(CMSC広島) Dクラス 櫛田正文選手(CMSC岐阜) SA2クラス 
第1戦 優勝、第2戦 2位、第3戦 3位、第4戦 2位、 

第5戦 2位、第6戦 2位、第7戦 2位、第8戦 2位(写真) 
シリーズランキング３位 

 

第1戦 3位、第2戦 3位、第3戦 3位、第4戦 3位、 
第5戦 9位、第6戦 2位、第7戦 2位、第8戦 3位(写真) 

シリーズランキング３位 
 

 '07全日本ダートトライアル選手権第８戦「モンテカルロカップダートトライアルＩＮ広島」が、１０月
７日（日）広島県安芸高田市の「テクニックステージタカタ」にて開催され、ＣＭＳＣ選手３３名がエ
ントリー。Ｎ３クラスで、前戦で自身初のシリーズチャンピオンを決定しているCMSC大阪・吉村修
選手（三菱ランサーエボリューションIX）が今季３勝目を獲得。ＳＡ２クラスでも前戦で３年連続とな
るシリーズチャンピオン（'05、'06年はN3チャンプ）を獲得したCMSC群馬・荒井信介選手（三菱ラン
サーエボリューションIX）が、４連勝となる今季５勝目を飾りました。また、ＤクラスではCMSC長
野・宮入友秀選手（三菱ランサーエボリューション）が今季４勝目を挙げ初のシリーズチャンピオン
を獲得しました。 

■CMSC選手が３クラス（N3、SA2、D）を制覇！ 
 当日の天候は爽やかな秋晴れ。コースは砂利が掃け硬質路面が顔を出すドライコンディション
で、タカタらしいダイナミックでハイスピードな設定となりました。 

 激戦区Ｎ３クラスに３０台エントリーのうちＣＭＳＣから１４台が参加。前戦で自身初のシリーズチ
ャンピオンを決定しているCMSC大阪・吉村修選手は１本目でフロントショックのセットが合わずに
３番手タイム。最終戦を有終の美で飾りたい２本目ではセッティング変更が功を奏し、チャンピオ
ンの貫禄を見せる今季３勝目となる優勝を飾りました。またCMSC千葉・山野光司選手が今季３
度目となる２位を獲得し、CMSC選手が１－２フィニッシュ。シリーズ３位につけるCMSC福島・谷津
良嗣選手が５位となりました。 
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 Ｎ１クラスに１８台エントリーのうち、コルト ラリーアートVersion-Rで今季孤軍奮闘をしている
CMSC長野の平田朋也選手が参加。トップに約０.７秒差と迫る健闘の５位を獲得しました。 

 新たな激戦区となったＳＡ２クラスに２２台エントリーのうちＣＭＳＣから１０台が参加。前戦で３年
連続となるシリーズチャンピオン（'05、'06年はN3チャンプ）を獲得したCMSC群馬・荒井信介選手
は１本目で勢い余ってコースオフを喫し８番手タイムと出遅れましたが、気合いを入れ直したとい
う２本目は２位に１秒以上差をつける貫禄の走りで、今季終盤破竹の４連勝となる５勝目を飾りま
した。２位には今季前半戦３連勝ながらも惜しくもシリーズ２位となったCMSC千葉・北島広実選
手、３位にはシリーズ３位のベテランCMSC岐阜・櫛田正文選手となり、CMSC選手が１～３位を独
占する活躍を見せました。 

 Ｄクラスに１７台エントリーのうちＣＭＳＣから４台が参加。前戦で今季３勝を挙げシリーズ争いに
踏みとどまったCMSC長野・宮入友秀選手が１本目トップタイム。優勝が自力でのチャンピオン獲
得の条件となるプレッシャーにも負けずに２本目でベストタイムを更新。見事に今季４勝目を挙
げ、全日本参戦５年目で初のシリーズチャンピオンを獲得しました。昨季チャンプのCMSC広島・
河内渉選手は三つ巴のシリーズチャンピオン争いの一角を担うも今回惜しくも２位獲得となりまし
た。ＤクラスでもCMSC選手が１－２フィニッシュの活躍で、４位にCMSC岐阜・山田ひとみ選手とな
る健闘を見せました。 

 CMSC選手が３クラスでシリーズチャンピオンを獲得する快挙を見せた'07全日本ダートトライア
ル選手権。１１月１１日（日）にはシーズンを締めくくるJAFカップダートトライアルが京都府京都市
右京区のコスモスパークで開催されます。そして来年、'08年全日本ダートトライアル選手権は全
８戦が予定され、開幕戦は３月２３日（日）栃木県・丸和オートランド那須にて開催。来季もシリー
ズ上位を狙うCMSC選手に熱い声援を送りましょう!! 
 
 

■ Ｄクラスチャンピオンを獲得した宮入友秀選手(CMSC長野） 
 

｢優勝が自力でのチャンピオン獲得の条件だったので勝
てて本当に良かったです。初のシリーズチャンピオン獲得
で、やったー！って感じです。ラッキーな面もありましたけ
ど目一杯攻めて勝てたのがすごく嬉しいです。昨年もこ
の大会で優勝しているので相性が良かったかも知れませ
ん。来シーズンも頑張りますので是非応援のほどよろしく
お願いいたします」

今季4勝目を挙げ初のDチャンプとなった 
宮入友秀選手(CMSC長野) 

 

■ Ｎ３クラスで今季３勝目を獲得した吉村修選手(CMSC大阪） 
 

｢優勝できて非常にうれしく思います。第7戦で初チャンプ
獲得となりましたが、去年は3勝してもシリーズチャンピオ
ンが獲れなかったのに今年は2勝しかしてなかったので、
今季も絶対に3勝するという気持ちで臨みました。好きな
コース設定とチャンピオンが決定していたので精神的にリ
ラックスできたのが今回の勝因と思います。またクルマは
フロントショックをO/Hしてきましたが1本目が良くなく、2本
目調整して良くなったのも勝因の一つです。来年もN3クラ
ス２連覇を目指して頑張りたいと思います。応援のほどよ
ろしくお願いいたします」 
 

今季3勝目を飾った'07N3チャンプの 
吉村修選手(CMSC大阪) 

 

■ ＳＡ２クラスで今季５勝目を獲得した荒井信介選手(CMSC群馬） 
 

｢広島での優勝は久し振りで大変うれしく思います。また
最終戦を優勝で締めくくれた事は本当に良い年になり応
援してくれた皆さんに感謝いたします。ありがとうございま
した。今回チーム員であるN3クラス・鈴木信地郎選手、谷
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津良嗣選手(CMSC福島)が良い成績を取れた事で自分も
気合いが入りました。来年もSA2クラスで連続チャンピオ
ンを目指して頑張ります。またご覧の皆さんも一緒にモー
タースポーツを楽しみましょう。応援ありがとうございまし
た」 
 

4連勝となる今季5勝目を飾った 
'07SA2チャンプの荒井信介選手(CMSC群馬)

 

谷津良嗣選手(福島) N3クラス 川崎勝己選手(広島) N3クラス 堀口剛義選手(神奈川) N3クラス

第1戦6位、第2戦9位、第3戦2位、 
第4戦3位、第5戦4位、第6戦4位、 

第7戦3位、第8戦4位(写真) 
シリーズランキング３位 

 

第1戦10位、第2戦8位、第3戦6位、 
第4戦7位、第5戦 3位、第6戦8位、 

第7戦10位、第8戦7位(写真) 
シリーズランキング８位 

 

第1戦16位、第2戦10位、第3戦22位、 
第4戦15位、第5戦10位、第6戦6位、 

第7戦15位、第8戦11位(写真) 
シリーズランキング１５位 

 

赤羽政幸選手(栃木) N3クラス 堀内 涼選手(千葉) N3クラス 影山浩一郎選手(神奈川) N3クラス

第1戦2位、第2戦3位、第3戦8位、 
第4戦4位、第5戦12位、第6戦14位、 

第7戦4位、第8戦12位(写真) 
シリーズランキング５位 

 

第1戦14位、第2戦14位、第3戦13位、 
第4戦23位、第5戦14位、第6戦11位、 

第7戦9位、第8戦13位(写真) 
シリーズランキング１９位 

 

第2戦15位、第3戦16位、第4戦14位、 
第5戦5位、第6戦7位、第7戦16位、 

第8戦15位(写真) 
シリーズランキング１２位 

 

星 盛政選手(福島) N3クラス 矢本裕之選手(大阪) N3クラス アキマただゆき選手(神奈川) N3クラス

第1戦13位、第2戦23位、第3戦12位、 
第4戦12位、第5戦7位、第6戦20位、 

第7戦7位、第8戦17位(写真) 
シリーズランキング１３位 

 

第1戦26位、第2戦18位、第3戦23位、 
第5戦15位、第6戦25位、第7戦19位、 

第8戦19位(写真) 
 

第1戦11位、第2戦17位、第3戦21位、 
第4戦16位、第6戦R、第7戦13位、 

第8戦20位(写真) 
 

島部 亨選手(札幌) N3クラス 戸田浩選手(神奈川) N3クラス 佐々木孝浩選手(仙台) N3クラス
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第1戦19位、第3戦20位、第5戦20位、 
第6戦29位、第8戦21位(写真) 

 

第3戦27位、第6戦12位、第7戦22位、 
第8戦24位(写真) 

 

第2戦19位、第3戦17位、第4戦20位、 
第6戦27位、第8戦27位(写真) 

 

平田朋也選手(長野) N1クラス 田上正彦選手(岐阜) SA2クラス 角皆昭久選手(岐阜) SA2クラス

第1戦11位、第3戦11位、第4戦12位、 
第5戦15位、第6戦14位、第7戦15位、 

第8戦5位(写真) 
シリーズランキング１８位 

 

第1戦14位、第2戦5位、第3戦14位、 
第4戦6位、第5戦8位、第6戦4位、 

第7戦8位、第8戦7位(写真) 
シリーズランキング５位 

 

第1戦17位、第3戦6位、第6戦5位、 
第7戦16位、第8戦10位(写真) 

シリーズランキング７位 
 

三枝重光選手(岐阜) SA2クラス 岩田賀嗣選手(群馬) SA2クラス スマイリーナガヤマ選手(神奈川) SA2クラス

第1戦22位、第2戦4位、第5戦11位、 
第6戦8位、第7戦4位、第8戦11位(写真) 

シリーズランキング１０位 

第3戦9位、第4戦12位、第5戦2位、 
第6戦12位、第7戦9位、第8戦12位(写真) 

シリーズランキング１１位 

第1戦R、第2戦7位、第3戦15位、 
第4戦17位、第5戦12位、第6戦16位、 

第7戦12位、第8戦18位(写真) 
シリーズランキング１８位 

 

早川修平選手(岐阜) SA2クラス 山田善之選手(札幌) SA2クラス 佐藤知紀選手(神奈川) SC3クラス

第2戦11位、第3戦27位、第4戦15位、 
第6戦29位、第8戦19位(写真) 

 

第1戦19位、第3戦4位、第4戦5位、 
第6戦6位、第8戦20位(写真) 

シリーズランキング８位 
 

第3戦18位、第6戦7位、第7戦14位、 
第8戦18位(写真) 

シリーズランキング１４位 

堀井朋延選手(岐阜) SC3クラス 渋谷修一選手(群馬) SC3クラス 山田ひとみ選手(岐阜) Dクラス

第2戦10位、第5戦14位、第6戦14位、 第3戦R(SA2)、第6戦18位、 第1戦13位、第2戦4位、第3戦8位、 
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第7戦15位、第8戦19位(写真) 
シリーズランキング１８位 

 

第8戦20位(写真) 
 

第4戦4位、第5戦10位、第6戦4位、 
第7戦12位、第8戦4位(写真) 

シリーズランキング５位 
 

三好工選手(島根) Dクラス 和田俊昭選手(広島) Dクラス

第8戦13位(写真) 
 

第1戦8位、第2戦8位、第3戦4位、 
第4戦5位、第5戦4位、第6戦7位、 

第7戦9位、第8戦R(写真) 
シリーズランキング６位 

 

■大会での１コマ 

開会式の後のドライバーズ・ブリーフィング。説明は競技
長の岩根つもるCMSC広島会長(右)。その左は西日本地
区名物実況アナウンサーの西元直行さん。今回CMSC広
島は会長以下総出でオフィシャルを務めました。 
 

会場には先日発表されたばかりのランサーエボリュー
ションXが展示され、朝から選手、ギャラリーで人だかり
となりました。 
 

CMSC千葉のＮ３山野光司選手（左）は第2ヒートベストタ
イムを出すも最終走者の吉村選手に逆転され惜しい２
位。同ＳＡ２北島広実選手（右）は前日車両トラブルで本
番は鈴木正人選手の車を借りての上出来の２位。２人と
も前戦からボデイーカラーに合わせたレーシングスーツ
に新調しました。  
 

CMSC群馬・山口利久さん(左)と林恵一さん(右)。'07SA2
チャンプCMSC群馬・荒井信介選手の援護で今年も1年
全国転戦お疲れ様でした。 
 

SA2大平邦夫選手(左から2「人目)曰く、SA2のCMSC札 昨年のシリーズ１９位から今季シリーズ５位に大躍進し

6/9 ページDart#8

2011/05/30http://www.ralliart.co.jp/cmsc/07dart/d_08.html



幌・山田善之選手(右端)は、「勝ち組」、CMSC神奈川・戸
田浩選手(中)は「負け組」。成績ではなく、彼女がいるか
否かが基準との事。今回2人とも下位低迷でした。左端は
オクヤマ社長の奥山正さん。右から2人目がCMSC札幌・
谷口末里子さん。 
 

たＳＡ２の「走る化学者」CMSC岐阜・田上正彦選手(右
端)とSC3の片貝佳之選手(中央)、SA2の湯本清選手(右
2人目)は今年はパドックを一緒にしたフジツボグループ
です。左端はSA1クラス・ミラージュの岡崎恵美子さん
(今回欠場)。その右は浅香貴子さん。CA4Aミラージュで
群馬県戦で現在シリーズリーダー。全日本には毎回サ
ービスに来ています。  
 

前日の公開練習日、明日は1位と指で示すCMSC広島・
河内渉選手(右)でした。地元で力が入りすぎたのか惜しく
も2位。シリーズは3位で2年連続3度目のチャンプならず。
左は昨年Dクラスで全日本を追ったCMSC広島・大谷竜三
さん。今季はお休みで今回はオフィシャル・パドック委員
でした。 
 

タカタは全日本ダートトライアル選手権の中でも一番多く
ギャラリーが集まります。クルマはN3クラス地元CMSC
広島・川崎勝己選手。 
 

SA2クラスの表彰式。優勝者は特権の両手に花。外野か
らは「レースクィーンの腰に手を回せ！」とヤジが飛んで
いましたが奥様同伴のCMSC群馬・荒井信介選手は冷静
さを失わず"紳士"でした。 
 

N3クラス2回、SA2クラス1回と3年連続チャンピオンの
CMSC群馬･荒井信介選手(左)は、指で示す通り今季5
勝目で有終の美を飾りました。CMSC福島・谷津良嗣選
手も今年は一緒のパドックで荒井選手のアドバイスが
効き、シリーズ3位の大躍進。 
 

CMSC長野･宮入友秀選手(右2人目)は、広島に同伴した
家族(中)の応援の甲斐あって見事にチャンピオン獲得！ 
左からN1クラスの内藤聡選手、SA2クラスのCMSC岐阜・
角皆昭久選手。角皆選手は惜しくも6位と同ポイントのシ
リーズ7位。シード権を失いました。右端はCMSC浜松・蓮
池淑美さん(CMSC浜松・蓮池量之さんの奥様)。 
 

CMSC広島事務局長の平原和幸さんは今大会パドック
委員長として、パドックの交通整理。最後は会場のゴミ
拾い。2日間お疲れ様でした。 
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3クラスでCMSC選手がチャンピオン！ 表彰式のあとの撮影。時計は6時を回り日もとっぷりとくれました。Dチャン
プのCMSC長野･宮入友秀選手(左)、SA2チャンプのCMSC群馬･荒井信介選手(中)、N3チャンプのCMSC大阪・吉
村修選手(右)のCMSC三銃士が勝利のサムアップ！ 
 

●'07全日本ダートトライアル選手権シリーズポイント 
 第8戦(最終戦)までのCMSC選手出場クラスのシリーズポイント(全8戦中ベスト6戦有効) 
 正式な選手権の順位認定は、11月30日(金)のJAFモータースポーツ表彰式によって行われます。 

<N3クラス>

順位  ドライバー
有効
Point

1  吉村 修(CMSC大阪) 100

2  田崎 克典 75

3  谷津 良嗣(CMSC福島) 67

4  山野 光司(CMSC千葉) 65

5  赤羽 政幸(CMSC栃木) 50

6  鈴木 信地郎 47

8  川崎 勝己(CMSC広島) 32

12  影山 浩一郎(CMSC神奈川) 16

13  星 盛政(CMSC福島) 12

15  堀口 剛義(CMSC神奈川) 8

17  伊藤 久(CMSC山形) 3

17  和泉 泰至(CMSC帯広) 3

19  堀内 涼(CMSC千葉) 2

<N1クラス>

順位  ドライバー
有効
Point

1  河石 潤 93

2  児島 泰 90

3  広上 徹 57

4  内藤 聡 47

5  古賀 徹 40

6  森田 英文 39

18  平田 朋也(CMSC長野) 8

<SA2クラス>

順位  ドライバー
有効
Point

1  荒井 信介(CMSC群馬) 115

2  北島 広実(CMSC千葉) 102

3  櫛田 正文(CMSC岐阜) 78

4  鳥居 晴彦 36

5  田上 正彦(CMSC岐阜) 34

6  大竹 公二 25

7  角皆 昭久(CMSC岐阜) 25

8  山田 善之(CMSC札幌) 24

10  三枝 重光(CMSC岐阜) 23

11  岩田 賀嗣(CMSC群馬) 19

18  スマイリーナガヤマ(CMSC神奈川) 4

22  三枝 光博(CMSC岐阜) 2

22  藤原 広明(CMSC札幌) 2

<SA1クラス>

順位  ドライバー
有効
Point

1  木島 龍一 107

2  山崎 利博 85

3  川島 秀樹 82

4  大栗 一也 65

5  柴田 一洋 49

6  鈴木 良信 48

25  飯島 千尋(CMSC長野) 1

<SC3クラス>

順位  ドライバー
有効
Point

1  谷田川 敏幸 110

2  炭山 義昭 87

3  梶岡 悟 82

4  北村 和浩 79

5  亀山 晃 63

6  平塚 忠博 32

14  佐藤 知紀(CMSC神奈川) 5

<Dクラス>

順位  ドライバー
有効
Point

1  宮入 友秀(CMSC長野) 107

2  三上 悟 99

3  河内 渉(CMSC広島) 95

4  堀内 幸一 50

5  山田ひとみ(CMSC岐阜) 44

6  和田 俊昭(CMSC広島) 38
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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 

18  堀井 朋延(CMSC岐阜) 1

*ポイント基準は以下の通りです。(全8戦中ベスト6戦有効、出走台数5台以上で成立) 
■得点基準(クラス毎) 

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 
20 15 12 10 8 6 4 3 2 1 
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