
 

'07 JAFカップオールジャパンジムカーナ  

 
開催日:11月4日(日) 

開催場所:埼玉県本庄市 

｢本庄サーキット｣ 

参加台数:166台(三菱車42台) 

N1クラス(N車両､～1000cc):16台 

N2クラス(N車両､FWD､1001cc～):19台 

N3クラス(N車両､RWD､1001cc～):23台 

N4クラス(N車両､4WD､1001cc～):22台(三菱ランサー19台) 

SA1クラス(SA車両､2WD､～1600cc):20台(三菱ミラージュ1台) 

SA2クラス(SA車両､2WD､1601cc～):21台 

SA3クラス(SA車両､4WD､排気量区分なし):9台(三菱ランサー8台) 

SCクラス(SC車両､排気量区分なし):9台(三菱ランサー6台) 

Dクラス(自由改造､排気量区分なし):12台(三菱ランサー8台) 

Lクラス(N、SA車両の女性選手):15台(三菱ランサー8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、N4、SA3、SCの3クラスを制覇！ 

N4クラス宮嶋一人選手、SA3クラス津川信次選手、SCクラス谷森雅彦選手が優勝 こちらからお選びください

 
 

N4クラスで優勝した宮嶋一人選手の 

三菱ランサーエボリューション 

SA3クラスで優勝した津川信次選手の 

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)に埼玉県本

庄市の｢本庄サーキット｣で開催された。今大会は一昨年より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、1.全日本ジムカー

ナ選手権の今季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L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166台と盛況なエントリーがあ

り、うち三菱車はN4クラス、SA3クラスを中心に42台が参加。両クラスの大勢を占

めて実力と人気ぶりをアピールした。会場は1周1.112kmのミニサーキットで、初の

公認ビッグイベントの開催となった。このため、地元勢の有利さもなくイコールコン

ディションでのイベントとなった。コースは基本的にサーキットのストレートとコーナ

リングをつないだもので、途中にテクニカルなターンセクション、そしてパイロンを

使用したスラローム区間が設けられ、コーナリングとライン取りが試されるコース

となった。当日の天候はおおむね晴れ。気温も最高で20℃、路面温度も最高で

30℃に達し、高いグリップの勝負が繰り広げられた。 

 

 N4 クラスでは昨年JAFカップジムカーナ6連覇を逸した関東地区1位の宮嶋一

人選手(三菱ランサー)が、1本目に同クラス唯一1分14秒台のタイムをマークする

と2本目もタイムアップを果たして優勝。新記録となる6個目のJAFカップを手にし

た。中国地区1位で全日本6位の実力ある金本辰也選手(三菱ランサー)が2本目

に1分14秒台に入れて2位となった。また近畿地区3位の佐藤正成選手(三菱ラン

サー)がビッグイベントでは初となる3位表彰台を獲得。三菱ランサーはなんと1～

18位までを独占する圧倒的な強さを発揮。ポテンシャルを改めてアピールした。 
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SCクラスで優勝した谷森雅彦選手の 

三菱ランサーエボリューション

Lクラスで優勝した津川真由美選手の 

三菱ランサーエボリューション

 一方、参加9台中8台を三菱ランサーが占めたSA3クラスでは、全日本2位の津

川信次選手(三菱ランサー)が気迫のこもったアタックを見せ、1本目で同クラスた

だ一人1分14秒台に突入。2本目ではミスでタイムアップはならなかったが、1本目

のタイムにより2位の大橋渡選手(スバル・インプレッサ)に約1秒3の差をつけて横

綱相撲のような優勝を決めた。また、近畿地区1位で全日本11位の辰巳浩之選

手が3位を獲得した。 

 

 さらにSCクラスでは、今季全日本戦6年連続チャンピオンを確定した谷森雅彦

選手(三菱ランサー)が、1本目でトップに立つと2本目でも1分11秒台と気合の入っ

た走りを披露。2位に入った鳥居孝成選手(CMSC愛知・三菱ランサー/全日本2

位)は逆転を狙った2本目の終盤にミス。谷森選手は鳥居選手に約1秒の差をつ

けて貫禄のJAFカップ4連勝を果たした。3位にも全日本8位(特認)の馬場和三郎

選手(CMSC愛知)が続き、三菱ランサーは1～5位を独占する結果となった。 

 

また、女性対象のLクラスではSA3 クラス優勝の津川信次選手と夫婦で三菱ラン

サーを駆った中部地区1位の津川真由美選手が1本目のタイムを守り優勝。同じ

中部地区代表である奈良橋成美選手(CMSC愛知・三菱ランサー)は2本目のベス

トタイムをマークしたが0秒089届かず2位。ランサーの1-2フィニッシュを飾った。こ

のほかJMRCの賞典では各選手が所属JMRCごとに全国5地区(北海道・東北/関

東/中部/近畿/中国・四国・九州)に分かれて各地区のポイントを競う(優勝は

JMRC中部)など、大会は和気あいあいとした雰囲気のもとで行われた。  

 

■結果 

【N4クラス】 

順位 ドライバー 車両 タイム

1 宮嶋 一人 三菱ランサーエボリューション 1分14秒150

2 金本 辰也 三菱ランサーエボリューション 1分14秒581

3 佐藤 正成 三菱ランサーエボリューション 1分15秒173

4 高舘 光洋 三菱ランサーエボリューション 1分15秒352

5 竹田 宏太郎 三菱ランサーエボリューション 1分15秒542 

6 掛札 雄一 三菱ランサーエボリューション 1分15秒714 

7 岡部 隆市 三菱ランサーエボリューション 1分15秒759

8 佐藤 英樹(CMSC仙台) 三菱ランサーエボリューション 1分16秒443

9 若山 真也 三菱ランサーエボリューション 1分16秒649

10 佐藤 裕樹 三菱ランサーエボリューション 1分16秒934

【SA3クラス】 

順位 ドライバー 車両 タイム

1 津川 信次 三菱ランサーエボリューション 1分14秒173

2 大橋 渡 スバル・インプレッサ 1分15秒463

3 辰巳 浩之 三菱ランサーエボリューション 1分16秒197

4 吉野 正則(CMSC愛知) 三菱ランサーエボリューション 1分17秒292

5 田村 潔 三菱ランサーエボリューション 1分17秒761

6 石井 公久 三菱ランサーエボリューション 1分17秒996

7 中原 嘉之 三菱ランサーエボリューション 1分19秒908

8 草刈 一輝 三菱ランサーエボリューション 1分20秒569

【SCクラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 谷森 雅彦 三菱ランサーエボリューション 1分11秒927

2 鳥居 孝成(CMSC愛知) 三菱ランサーエボリューション 1分12秒902

3 馬場 和三郎(CMSC愛知) 三菱ランサーエボリューション 1分15秒243

4 野中 信宏(CMSC愛知) 三菱ランサーエボリューション 1分16秒291

5 西森 啓祐 三菱ランサーエボリューション 1分17秒827

6 藤岡 義久 ホンダ･シティ 1分18秒311

7 八塚 勝博 三菱ランサーエボリューション 1分21秒605
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8 西野尾 吉治 ホンダCR-X 1分22秒274

9 西田 竜治 ホンダ･シティ 1分25秒946

【Lクラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 津川 真由美 三菱ランサーエボリューション 1分19秒620

2 奈良橋 成美(CMSC愛知） 三菱ランサーエボリューション 1分19秒711

3 稲木 祐子 マツダRX-7 1分20秒191

4 野島 美恵 マツダRX-7 1分20秒559

5 古谷 美佳子 三菱ランサーエボリューション 1分21秒314

6 中島 亜希子(CMSC愛知) 三菱ランサーエボリューション 1分21秒466

7 佐藤 彩歌 三菱ランサーエボリューション 1分21秒559

8 志村 よしこ トヨタMR2 1分22秒367

9 辰巳 知佳 三菱ランサーエボリューション 1分22秒583

10 奥井 朝子 スバル･インプレッサ 1分22秒895

*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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