
'08全日本ラリー選手権第10戦(最終戦) 
 

CMSC鹿児島・榊雅広選手が今季６勝！ 

   三菱コルトでJN1.5クラス初代チャンピオンを獲得！ 
 

 

JN2クラスで、CMSC札幌・田中伸幸選手が２位獲得！ 

 

 

2008年11月27日

'08全日本ラリー選手権JN1.5クラス チャンピオン

榊雅広選手(鹿児島) JN1.5クラス
第1戦 優勝<29位>、第2戦 優勝<18位>、第3戦 優勝<25位>、第4戦 R 
第8戦 優勝<27位>、第9戦 優勝<21位>、第10戦 優勝<18位>(写真) 

*第3戦からCMSC鹿児島所属 
シリーズチャンピオン！ 

 

田中伸幸選手(札幌) JN2クラス 

第1戦 4位<15位>、第4戦 2位<7位>、第5戦 2位<13位>、第6戦 R、 
第7戦 R、第8戦 優勝<6位>、第9戦 5位<10位>、第10戦 2位<8位>(写真) 

シリーズランキング４位 
 

■４位～６位入賞のCMSC選手
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平田朋也選手(長野) JN1.5クラス

第3戦 R、第5戦 5位<26位>、第7戦 3位<17位>、第9戦 6位<29位>、 
第10戦 4位<29位>(写真) 
シリーズランキング７位 

 

 '08全日本ラリー選手権第１０戦「新城ラリー2008」が、１１月２２日（土）～２３日（日）に愛知県新
城市庭野「桜渕公園」を拠点にターマックラリーとして開催され、選手権対象外のオープンクラス
も含めてＣＭＳＣから８台が参加。ＪＮ１．５クラスで、開幕３連勝を含むターマックラリー６連勝を決
めたCMSC鹿児島・榊雅広選手が、三菱コルトで初代チャンピオンを獲得しました。また、ＪＮ２ク
ラスで最後までシリーズを争ったCMSC札幌・田中伸幸選手（三菱ミラージュ）が２位を獲得、シリ
ーズでは惜しくも僅差の４位となりました。 

■CMSC鹿児島・榊雅広選手が、JN1.5クラスで今季ターマック戦６連勝でチャンピオン 
 全日本戦昇格２年目となる新城ラリー。内閣府認定のDOS(Do Outdoor Sports)地域再生プラン
による地域振興に取り組む新城市のバックアップを受けての開催。ターマックのコースは、４本の
林道を使い、逆走/再走を交えて合計１３ＳＳ、計７９．４８ｋｍの設定で争われました。天候は、快
晴でドライコンディションでのラリースタートとなりました。 

 ＪＮ４クラスに１５台参加のうち、ＣＭＳＣからは、ＪＮ４シリーズ５位につけるCMSC埼玉・田口幸
宏/CMSC福島・佐藤忠宜選手組が参加。ＳＳ４で２番手タイムと気を吐いて総合３位につけました
が、ＳＳ５で残念ながらリタイアとなりました。 

 ＪＮ２クラスに１２台参加のうち、ＣＭＳＣからは、第８戦で優勝しチャンピオン争いに残っている
CMSC札幌・田中伸幸選手が参加。序盤は自己のペースを守って走行し、レグ１は５位。その後、
レグ２は奮起を見せ快走。上位タイムで追い上げを見せて結果、２位でフィニッシュ。シリーズラン
キングでは一歩及ばず僅差の４位となりました。 

 話題のＪＮ１．５クラスに１３台参加のうち、ＣＭＳＣから４台が参加。開幕３連勝を含む全ターマ
ックラリー５連勝中と舗装路で圧倒的な速さを見せるCMSC鹿児島・榊雅広選手がＳＳ１からリー
ドを広げる快走。シリーズリーダーの大庭誠介選手が追いすがるもＳＳ７でコースオフからのマシ
ントラブルでリタイアと、ほぼ勝負ありで軍配は榊選手に。残りのステージは敵無しの感もありま
したが、トップタイムを幾度も連発し手綱を緩めることなく激走を見せ、見事今季全ターマック戦６
連勝となる優勝を飾り、三菱コルトで初代チャンピオンを獲得しました。第７戦で３位表彰台となっ
たCMSC長野・平田朋也選手が４位でフィニッシュ、シリーズでは７位となりました。 

 選手権対象外のオープン１クラスに５台参加のうち、ＣＭＳＣから２台が参加。地元といえる
CMSC浜松・内藤徳之／森田秀之選手組が健闘の２位フィニッシュを果たしました。 

 来季'09全日本ラリー選手権は全９戦が予定され、開幕戦は４月１１日（土）～１２日（日）九州は
佐賀県唐津市を舞台に開催されます。来年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!! 
 

■ JN1.5クラスで優勝・'08チャンピオンを獲得した榊雅広選手(CMSC鹿児島） 
 

｢今シーズンの最終目標であるシリーズチャンピオンを、
最終戦で優勝して決める事ができました。最高のシーズ
ンの締めくくりになりました。ありがとうございました。今回
の勝因としては、最初の勝負どころであったＳＳ１のタイ
ヤ選択に成功したことで、始めからリードを順調に築く事
ができたのが大きかったと思います。クルマは前戦から
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大きな変更は特にありません。しかし、ターマックについ
ては、かなり煮詰まってきたと思います。来年の体制につ
いては、現在のところまだ決まっておりませんが、引き続
き三菱車での全日本ラリー参戦を前提に検討中です。Ｃ
ＭＳＣの皆さんの応援のお陰でチャンピオンを決めること
ができました。一年間応援ありがとうございました」 
 

今季ターマック戦6連勝で 
'08JN1.5チャンピオンを獲得した 

CMSC鹿児島・榊雅広選手 

 

■７位以下のCMSC選手

田口幸宏(埼玉)/佐藤忠宜(福島)選手組 JN4クラス 大井こずゑ選手(群馬) JN1.5クラス 
第1戦8位<8位>、第2戦3位<3位>、第3戦6位<6位>、 

第4戦2位<2位>、第5戦6位<6位>、第6戦10位<13位>、 
第7戦R、第8戦7位<8位>、第9戦 R(写真) 

写真右上：田口幸宏選手、右下：佐藤忠宜選手 
シリーズランキング５位 

 

第2戦5位<24位>、第3戦5位<32位>、第4戦R、 
第5戦2位<22位>、第6戦優勝<17位>、第7戦2位<14位>、

第8戦 3位<32位>、第9戦 4位<27位>、 
第10戦 R(写真) 

シリーズランキング３位 
 

菅野正之選手(浜松) JN1.5クラス

第10戦 R(写真) 
 

※順位< >内は総合順位 
 
 

■オープンクラス（選手権外）参加のCMSC選手
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内藤徳之(浜松)/森田秀之(浜松)選手組 
オープン1クラス 

福島徳也(浜松)/門井賢吾(浜松)選手組 
オープン1クラス 

第10戦 2位(写真) 
写真右上：内藤徳之選手、右下：森田秀之選手 

 

第10戦 R(写真) 
写真右上：福島徳也選手、右下：門井賢吾選手 

 

■大会での１コマ 

ラリースタート前日、ゲスト参加の篠塚建次郎選手と田
口勝彦選手が「鳳来中学校」の卓球場にてトークショー
を行いました。対象は２年生の生徒達。トークショー後
の質問コーナーでは「どうやったらラリーに出場できます
か？」「ラリー中は最高時速どのぐらい出ますか？」な
ど、学生らしい素直な疑問がたくさん出ていました。 
 

トークショー後、校庭にて一緒に記念撮影。トークショー
を通じ、モータースポーツを身近に感じてくれたことでし
ょう。 
 

三河と言えば手筒花火。今回の打ち上げに選ばれた４
人のゲストは、左から田口勝彦選手、篠塚建次郎選
手、奴田原文雄選手、勝田範彦選手。 
 

左写真は、奴田原文雄選手。この後、手筒花火のプロ
が打ち上げたものに比べると、小型のものなのですが、
それでも十分熱そうです。 
右写真、火柱の中は田口勝彦選手。噴出後に“ドカン”
と離れていても耳を塞ぎたくなるような音がしますが、こ
の炎上した筒を持っていた田口選手はどんな心境だっ
たのでしょうか。 
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CMSC長野・平田朋也選手(右端)には、強い味方のサ
ービス隊。CMSC長野・上野陽志夫会長(右2人目)が、
自ら出陣。左の2人は助っ人の小櫃俊介さん(左端)と山
本康徳さん(左2人目)。 
 

CMSC浜松はJN1.5クラスに1台、OPクラスに2台参加。
うち2台が1日目で残念ながらリタイア。1日目夜のサー
ビス前、戦線に残っている1台内藤/森田選手組の帰り
を待っているところでした。 
 

CMSC浜松・菅野正之選手(中)は、SS3でコースオフ、あ
っさりリタイア。夜のサービスではすることがなく、コドラ
の御領親幸選手(左)と淋しく夕食。そういえば去年も1日
目でリタイアでしたので2年連続でがっくり。 
 

CMSC浜松・西川美佳さんは、今年もオフィシャル参加。
この大会には合計250名のオフィシャルが参加しまし
た。 
 

レグ1をJN4クラス3位で折り返し、第3戦4位以上の成績
に向かい、ご機嫌の古谷哲也選手(後ろ右)とコドラの横
川紀仁選手(手前)。しかし、翌日レグ2ラス前のSS12で
惜しくもコースアウト、リタイアに。左は応援に駆けつけ
たCMSC浜松・松井和子さんと同・杉村哲郎さん。 
 

レグ2のSS10のギャラリーステージで、WRCラリージャパ
ンでよくお会いする東京町田市の市川直久さんファミリ
ーを発見。「日曜日夜明け前に自宅を出発しました」 
 

パソコン画面を囲み見つめる視線の先にはCMSC埼玉・
田口幸宏選手のインカービデオ。多分SS5での田口選
手のクラッシュシーンでしょう。画面の向こうには「ブレー
キングしたらセンターラインのキャッツアイに乗っかっ

「ラリージャパン2008」で00カーを務めたランサーエボリ
ューションXを田口勝彦選手がダートでデモラン。ギャラ
リーエリアで観戦していても、通過時には砂が掛か るほ
どの熱い走りを見せてくれました。今回のラリーはター
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て、そのままガードレールに．．．．」と意気消沈の田口
幸宏選手(右3人目)とコドラのCMSC福島・佐藤忠宜選
手(その左)。 
 

マックイベントでしたが、やはりラリー車にはダートで見
せるドリフト走行時が一番美しく見えます。 
 

サービスパークには新旧2台のランサーが展示。左は
1970年代サファリラリー、サザンクロスラリーで勝ち誇っ
た「三菱ランサー1600GSR」(レプリカ)。右はWRCラリー
ジャパン00カーの「三菱ランサーエボリューションX」。 
 

2台のサイズを比較すると大きさが全然違うのが判りま
す。 
 

CMSC札幌・田中伸幸選手（中）のサービスに頼もしい
助っ人。今年のWRCラリージャパン「三菱ラリーチーム
群馬」（星野博選手と草間一朝選手2台）にサービス参
加の群馬自動車大学校の学生2名、飯塚智史さん(左）
と掛川晴輝さん(右）。“ラリーが楽しい”と来年CMSC群
馬に入会を決めました。右端後姿は今回サービスチー
フ役CMSC群馬・草間一朝さん。 
 

CMSC群馬・大井こずゑ選手やCMSC鹿児島・榊雅広選
手のケータリングサービス担当のCMSC群馬の2人。左
の荒井里美さんは全日本ダートトライアル選手権SA2ク
ラスチャンピオン荒井信介選手の奥様。右の原田未樹
さんは今年CMSC群馬・大井こずゑ選手と組み全日本ラ
リー第6戦で優勝。中は久野紀子さん。 
 

ラリー開催2日間、朝早くから多くのラリーファンがサー
ビス会場、隣接のSSに来場。主催者発表は2万人。 
 

サービスパークでのトークショーには集まったギャラリー
でゲスト選手が霞むぐらい人の輪が出来ていました。 
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サービスパークには、こんな車も展示されていて、ラリ
ー車と同じぐらい人気がありました。左は陸上自衛隊82
式指揮通信車CCVコマンダー(全長5.72m)。右は陸上自
衛隊軽装甲機動車(全長4.2m)。展示終了後ラリー車デ
モランコースをデモランしましたが、デモランを長くしす
ぎ、後で上官にしかられたそうです。 
 

CMSC鹿児島・榊雅広選手(左)はターマック6戦にすべ
て優勝して、初代JN1.5クラスチャンピオン獲得に感無
量。 
 

このラリーを最後に引退する大庭誠介選手(左)に主催
者も記念にジャンパンファイトの粋な計らい。本当の最
後に海外ラリー（GBラリーか)へ行くとの噂があります。 
 

勝負を諦めずにゴールした結果、エボXの奴田原文雄
選手が優勝。エボIXの石田雅之選手が2位、石田正史
選手が3位とランサー勢が1-2-3フィニッシュとなりまし
た。 
 

●'08全日本ラリー選手権 
 最終戦までのシリーズポイント(全10戦中ベスト7戦有効) 
 ＊正式な選手権の順位認定は11月28日(金)のJAFモータースポーツ表彰式によって行われます。

 

<総合：ドライバー>

順位  NAME Point

1  勝田 範彦 130.0

2  石田 正史 91.6

3  奴田原 文雄 75.0

4  北村 和浩 75.0

5  石田 雅之 46.0

6  田口 幸宏(CMSC埼玉) 45.0

15  星野 博(CMSC群馬) 15.2

18  杉村 哲郎(CMSC浜松) 14.0

19  田中 伸幸(CMSC札幌) 14.0

25  秋葉 貴之(CMSC道北) 6.0

 

<総合：コ・ドライバー>

順位  NAME Point

1  澤田 茂 91.6

2  竹下 紀子 75.0

3  小田切 順之 73.0

4  晝田 満彦 59.6

5  清田 恵次 46.0

6  佐藤 忠宜(CMSC福島) 45.0

19  松井 和子(CMSC浜松) 14.0

<JN4クラス：ドライバー>

順位  NAME Point

1  勝田 範彦 130.0

2  石田 正史 91.6

3  北村 和浩 77.0

4  奴田原 文雄 75.0

5  田口 幸宏(CMSC埼玉) 47.2

6  石田 雅之 46.0

13  杉村 哲郎(CMSC浜松) 17.0

15  星野 博(CMSC群馬) 15.2

23  秋葉 貴之(CMSC道北) 6.0

24  川上 弘三(CMSC浜松) 4.0

28  鷹野 健太郎(CMSC道北) 1.0

28  草間 一朝(CMSC群馬) 1.0

 

<JN4クラス：コ・ドライバー>

順位  NAME Point

1  澤田 茂 91.6

2  竹下 紀子 77.0

3  小田切 順之 73.0

4  晝田 満彦 59.6

5  佐藤 忠宜(CMSC福島) 47.2

6  清田 恵次 46.0

15  松井 和子(CMSC浜松) 17.0

29  藤岡 哲也(CMSC浜松) 4.0
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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 

 

<JN2クラス：ドライバー>

順位  NAME Point

1  山口 清司 90.0

2  村田 康介 89.0

3  福永 修 87.0

4  田中 伸幸(CMSC札幌) 83.0

5  関根 正人 82.0

6  高橋 悟志 62.0

 

<JN2クラス：コ・ドライバー>

順位  NAME Point

1  奥村 久継 84.0

2  遠山 裕美子 83.0

3  地神 潤 59.0

4  島津 雅彦 55.0

5  五十嵐 恵子 50.0

6  舟木 一祥 50.0

20  永山 聡一郎(CMSC鹿児島) 8.0

<JN1.5クラス：ドライバー>

順位  NAME Point

1  榊 雅広(CMSC鹿児島) 120.0

2  大庭 誠介 112.0

3  大井 こずゑ(CMSC群馬) 92.0

4  天野 智之 70.0

5  難波 巧 67.0

6  鷲尾 俊一 47.0

7  平田 朋也(CMSC長野) 36.0

<JN1.5クラス：コ・ドライバー>

順位  NAME Point

1  井手上 達也 120.0

2  高橋 巧 112.0

3  井上 裕紀子 70.0

4  難波 功 67.0

5  原田 未樹(CMSC群馬) 47.0

6  小櫃 俊介 28.0

*ポイント基準は以下の表の通り。(出走台数5台以上で成立) 

*SS合計距離50km未満は0.8、50km以上150km未満は1.0、150km以上は1.2の係数を上記ポイントに乗じる。 
 
■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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