
 

'07 JAFカップオールジャパンダートトライアル  

 
開催日:11月11日(日) 

開催場所:京都府京都市右京区コスモスパーク 

参加台数:119台(三菱車58台) 

N1クラス(N車両､2WD、排気量区分なし):20(三菱ミラージュ2台) 

N2クラス(N車両､4WD､～1600cc):11台 

N3クラス(N車両､4WD､1601cc～):18台(三菱ランサー15台) 

SA1クラス(SA車両､2WD､排気量区分なし):19台(三菱ミラージュ6台) 

SA2クラス(SA車両､4WD､排気量区分なし):18台(三菱ランサー17台) 

SC1クラス(SC車両､2WD､排気量区分なし):8台(三菱ランサー他4台) 

SC2クラス(SC車両､4WD､～1600cc):6台 

SC3クラス(SC車両､4WD､1601cc～):4台(三菱ランサー3台) 

Dクラス(自由改造､排気量区分なし):11台(三菱ランサー他9台) 

Lクラス(N、SA車両クラス区分なし):4台(三菱ランサー他2台)  
※ターボ付き車両は、本来の排気量の1.7倍によりクラス分けされる。 

 

三菱ランサーN3、SA2、SC1、SC3の4クラス制覇！ 

N3吉村修(CMSC大阪) 、SA2浜孝佳、SC1太田雅文、SC3丹羽政彦の各選手が優勝 こちらからお選びください

 

 

優勝した今季N3クラスチャンピオン吉村 修選手の 

三菱ランサーエボリューション

SA2クラスで優勝した浜 孝佳選手の 

三菱ランサーエボリューション 

 シーズンを締めくくるジムカーナ競技の祭典｢2007年JAFカップオールジャパン

ジムカーナ/2007 JMRC全国オールスタージムカーナ｣が11月4日(日)にダートトラ

イアル競技のシーズンを締めくくる祭典「2007年JAFカップオールジャパンダートト

ライアル/JMRC全国オールスターダートトライアルin近畿が11月11日(日)に京都

府京都市右京区の「コスモスパーク」にて開催された。  

 

 今大会は一昨年に続くJAFカップとJMRC(JAF登録クラブ地域協議会)全国オー

ルスターの合同開催で、前週に行われたJAFカップオールジャパンジムカーナと

同様に、1.全日本ダートトライアル選手権の今季各部門・各クラスのシリーズ上位

3位以内選手、2.各地区・地方選手権の各部門・各クラスのシリーズ上位3位以内

選手、3.今季各地区のJMRC選抜戦上級シリーズにおける各クラスのシリーズ上

位2位以内選手、4.今季各地区のJMRCにおけるその他のシリーズ選抜戦の各ク

ラス・シリーズ上位選手1名、5.オーガナイザーの申請に基づき、JAFが審査の

上、認められた選手(3.4.も同じく審査要)が参加。文字どおり全国の強豪が一堂に

会し、JAFカップ対象外のレディースクラスを含む合計10クラスで熱戦が繰り広げ

られた。今大会には合計119台がエントリー。その内、N3クラス、SA2クラス、Dクラ

スを中心に全体の約半数を占める58台が三菱車で参戦。実力と人気ぶりを改め

てアピールした。 

 

 コスモスパークは、今年の全日本ダートトライアル第5戦の舞台となった常設コ

ースで、この第5戦が初の全日本ダートトライアルの開催となった。JAFカップは初

開催だが、地区戦の開催があることもあって地元勢が有利な状況も見られた。前

半にテクニカル、中後半にストレートと外周を使ったダイナミックなコースレイアウ

トを設定。途中に8の字を組み入れるなど多彩に富むレイアウトを採用。当日の天

気は曇りのり晴れ、ドライコンディションの元、砂利の掃けた2本目が勝負となっ

た。  

 

 N3クラスは、昨年のJAFカップ覇者で今季全日本チャンピオンの吉村修選手

(CMSC大阪)が三菱ランサーエボリューションを駆り逆転優勝を飾った。吉村選手
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SC1クラスで優勝した太田雅文選手の  

三菱ランサー

SC3クラスで優勝したした丹羽政彦選手の  

三菱ランサーエボリューション

Lクラスで優勝したした宮島みどり選手の  

三菱ランサーエボリューション

は1本目3位タイムながら2本目でチャンプの貫禄を見せつける走りでJAF カップ2

連覇を達成。また、1本目6位から2本目で果敢に攻めた信田政晴選手(三菱ラン

サー/関東地区1位)が2位に入賞。全日本6位の鈴木信地郎選手が3位など、三

菱ランサーが上位13位までを独占。戦闘力に長けたポテンシャルの高さを改めて

見せ付ける結果となった。  

 

続くSA2クラスは、同クラス今季全日本チャンピオンの荒井信介選手(CMSC群馬・

三菱ランサー)が不参加ながら、全日本シリーズ上位選手と各地区代表選手との

熱いバトルが繰り広げられた。1本目ベストタイムをマークしたのが中国地区2位

の26歳若手ドライバー浜孝佳選手(三菱ランサー)。浜選手は2本目にもタイムアッ

プし、同クラス唯一1分33秒台のタイムをマーク。ビッグイベントでの初優勝を飾っ

た。2位には１本目4位からジャンプアップした上村智也選手(三菱ランサー・近畿

地区1位)が入賞し、3位には全日本3位の櫛田正文選手(CMSC岐阜・三菱ランサ

ー)が入賞するなど、三菱ランサーは上位10台中9台を占めた。  

 

 一方、SC3クラスでは近畿地区推薦出場で全日本7位の丹羽政彦選手(三菱ラ

ンサー)が1本目のタイムで優勝を決め、2位と1秒以上の大差で2本目をウィニン

グランで締めくくった。そしてDクラスの1本目、ベストタイムをマークしたのは、全

日本5位の女性ドライバー山田ひとみ選手(CMSC岐阜・三菱ミラージュ)。ビッグイ

ベントでの初勝利に期待がかかるもスバル・インプレッサワゴンを駆る佐藤史彦

選手(関東地区1位)に逆転を許し、優勝は佐藤選手の手に渡った。2位に渡辺徹

選手(三菱ランサー/中部地区1位)が、3位に岩下幸広選手(三菱ランサー・九州

地区2位)、4位に山田選手が、5位には三菱コルトを駆る江川博選手(九州地区3

位)が入賞するなど、多種に富む三菱車の活躍が目立った。  

 

 またSC1クラスではFFの三菱ランサーを駆る太田雅文選手(全日本5位)が優勝

を飾った。さらにレディースクラスでも三菱ランサーを駆る宮島みどり選手(中部地

区推薦)が1本目からベストタイムをマークし、さらに2本目にもタイムアップを実現

し、JMRC JAFカップでの初優勝を飾った。 

 

 このほかJMRCの賞典では各選手が所属するJMRCごとに全国6地区(北海道・

東北/関東/中部/近畿/中国・四国/九州)に分かれての各地区のポイントを競い

は地元JMRC近畿が獲得した。 

■結果 

【N3クラス】 

順位 ドライバー 車両 タイム

1 吉村 修(CMSC大阪) 三菱ランサーエボリューション 1分33秒699

2 信田 政晴 三菱ランサーエボリューション 1分34秒156

3 鈴木 信地郎 三菱ランサーエボリューション 1分34秒329

4 田崎 克典 三菱ランサーエボリューション 1分34秒393

5 影山 浩一郎(CMSC神奈川) 三菱ランサーエボリューション 1分34秒655

6 岸山 信之 三菱ランサーエボリューション 1分35秒506

7 大野 純治 三菱ランサーエボリューション 1分35秒534

8 堀口 剛義(CMSC神奈川) 三菱ランサーエボリューション 1分35秒942

9 岡 佐都史 三菱ランサーエボリューション 1分36秒084

10 矢本 裕之(CMSC大阪) 三菱ランサーエボリューション 1分36秒170

【SA2クラス】 

順位 ドライバー 車両 タイム

1 浜 孝佳 三菱ランサーエボリューション 1分33秒259

2 上村 智也 三菱ランサーエボリューション 1分34秒046

3 櫛田 正文(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分34秒504

4 山倉 英彰 三菱ランサーエボリューション 1分35秒123

5 岩田 賀嗣(CMSC群馬) 三菱ランサーエボリューション 1分35秒396
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6 松波 克知 三菱ランサーエボリューション 1分35秒571

7 阪本 良太 三菱ランサーエボリューション 1分36秒235

8 鳥居 晴彦 三菱ランサーエボリューション 1分36秒454

9 太田 敏明 スバル･インプレッサ 1分36秒478

10 田上 正彦(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分36秒766

【SC1クラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 太田 雅文 三菱ランサー 1分39秒421

2 山崎 迅人 ホンダ･シビック 1分40秒436

3 中島 孝恭 三菱FTO 1分41秒154

4 西尾 忠 三菱ミラージュ 1分41秒849

5 中沼 貴広 ホンダ･シビック 1分43秒053

6 松田 宏毅 三菱ミラージュ 1分43秒119

7 高橋 弘信 トヨタ･スターレット 1分44秒342

【SC3クラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 丹羽 政彦 三菱ランサーエボリューション 1分34秒802

2 土屋 俊治 三菱ランサーエボリューション 1分35秒875

3 上原 吉就 三菱ランサーエボリューション 1分37秒573

4 鷹田 春近 スバル･インプレッサ 1分40秒618

【Dクラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 佐藤 史彦 スバル･インプレッサワゴン 1分34秒211

2 渡辺 徹 三菱ランサーエボリューション 1分34秒338

3 岩下 幸広 三菱ランサーエボリューション 1分34秒453

4 山田 ひとみ(CMSC岐阜) 三菱ミラージュ 1分34秒468

5 江川 博 三菱コルト 1分35秒165

6 中島 伸一 三菱ランサーエボリューション 1分36秒292

7 西元 直行 スバル･インプレッサ 1分37秒595

8 堀井 朋延(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分38秒285

9 佃 康浩 三菱ランサーエボリューション 1分39秒641

10 山口 幸男 三菱ミラージュ 1分40秒520

【Lクラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 宮島 みどり 三菱ランサーエボリューション 1分43秒250

2 西山 淑子 スバル･インプレッサ 1分44秒573

3 佐々木 恵 スバル･インプレッサ 1分48秒569

4 谷口 末里子(CMSC札幌) 三菱ミラージュ 1分50秒736

*CMSC(コルトモータースポーツクラブ)は、三菱車愛好者を中心としたJAF登録クラブで、東京の本部(会長:木全 巖)および全国25支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現

在約700名の会員が活躍しています。詳しくは、CMSCホームページをご覧下さい。

(c) 2007 Mitsubishi Motors Corporation. All rights reserved. 
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