
'08JAFカップオールジャパンダートトライアル 

CMSCの３選手がJAFカップを制覇！ 
SA2クラスCMSC群馬・荒井信介選手堂々のJAFカップ４度目！ 

N3クラスCMSC栃木・赤羽政幸選手、DクラスCMSC長野・宮入友秀選手が初！

 

2008年11月13日

赤羽政幸選手(CMSC栃木) N3クラス 

優勝(写真) 
'08全日本ダートトライアル選手権シリーズ４位で選抜 

 

荒井信介選手(CMSC群馬) SA2クラス 

優勝(写真) 
'08全日本ダートトライアル選手権シリーズチャンピオンで選抜 
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宮入友秀選手(CMSC長野) Dクラス 

優勝(写真) 
'08全日本ダートトライアル選手権シリーズ２位で選抜 

 

■２位～６位入賞のCMSC選手
●Ｎ３クラス

吉村修選手(CMSC大阪) N3クラス 山野光司選手(CMSC千葉) N3クラス 
２位(写真) 

'08全日本ダートトライアル選手権シリーズチャンピオンで選抜 
 

５位(写真) 
'08全日本ダートトライアル選手権シリーズ５位で選抜 

 

●ＳＡ２クラス

北村和浩選手(CMSC岐阜) SA2クラス 山田善之選手(CMSC札幌) SA2クラス 
３位(写真) 

'08全日本ダートトライアル選手権シリーズ２位で選抜 
 

５位(写真) 
'08全日本ダートトライアル選手権シリーズ７位で選抜 

 

●ＳＣ３クラス ●Ｄクラス

三枝重光選手(CMSC岐阜) SC3クラス 西尾実選手(CMSC岐阜) Dクラス 
５位(写真) 

'08JAF中部ダートトライアル選手権シリーズ９位で選抜 
 

４位(写真) 
'08JAF中部ダートトライアル選手権シリーズチャンピオンで選抜 

 

 各地区代表と全日本選手権出場者による「'08JAFカップオールジャパンダートトライアル
／'08JMRC全国オールスターダートトライアル」が、１１月９日(日)に栃木県那須塩原市の「丸和オ
ートランド那須」にて開催され、ＣＭＳＣからは大量３３台がエントリー。Ｎ３クラスで、'08全日本ダ
ートトライアル選手権シリーズ４位で選抜のCMSC栃木・赤羽政幸選手（三菱ランサーエボリュー
ション）が初優勝を飾りました。また、ＳＡ２クラスで、'08全日本ダートトライアル選手権シリーズチ
ャンピオンで選抜のCMSC群馬・荒井信介選手（三菱ランサーエボリューション）が堂々の４度目と
なるＪＡＦカップ制覇を達成。Ｄクラスで、'08全日本ダートトライアル選手権シリーズ２位で選抜の
CMSC長野・宮入友秀選手（三菱ランサーエボリューション）が初優勝を飾りました。優勝３名を加
え６位以内に計９名のＣＭＳＣ選手が入賞を果たしました。 

■CMSC岩手・山形勢がJMRC対抗戦でJMRC東北優勝に貢献 
 出場資格となる条件※をクリアした全国のダートトライアル選手が一堂に会しての一年に一度
のダートトライアルの祭典が、今年は１３１台の参加のもと合計９クラスが設定され、今年は関東
地区での開催となりました。 
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 Ｎ３クラス２２台エントリーのうち、ＣＭＳＣから１３台がエントリー（１台欠場含）。'08全日本ダート
トライアル選手権シリーズ４位で選抜のCMSC栃木・赤羽政幸選手が１本目で３番手。通常とは違
ったレイアウトの使い方でテクニカルセクションの攻略に注力したという２本目で見事に逆転トッ
プ。全日本クラスの大会では５年振りとなるＪＡＦカップ初優勝を飾りました。２位には、エボＸを持
ち込んだ２年連続全日本ダートトライアル選手権Ｎ３チャンピオンのCMSC大阪・吉村修選手、５
位に１本目でトップタイムをマークしたCMSC千葉・山野光司選手となりました。 

 ＳＡ２クラス２７台エントリーのうち、ＣＭＳＣから１３台がエントリー（１台欠場）。今季、２年連続Ｓ
Ａ２シリーズチャンピオンおよび全日本タイトル４年連続獲得の偉業を達成したCMSC群馬・荒井
信介選手は、１本目２位以下を２秒近く引き離すダントツトップ。２本目も難なくトップタイムで堂々
の優勝。４度目のＪＡＦカップ達成となりました。'08全日本ダートトライアル選手権シリーズ２位で
選抜、今回はCMSC岐阜で参加の北村和浩選手が、同・櫛田正文選手とダブルエントリー。１本
目櫛田選手走行時のトラブルで未出走も、２本目の走行だけで見事３位を獲得しました。また１本
目２番手タイムと気を吐いたCMSC札幌・山田善之選手が５位となりました。 

 ＳＣ３クラス１１台エントリーのうち、'08JAF中部ダートトライアル選手権シリーズ９位で選抜の
CMSC岐阜・三枝重光選手が参加。２本目２秒以上タイムアップを果たすも５位となりました。 

 Ｄクラス９台エントリーのうち、ＣＭＳＣから３台がエントリー。今季惜しくも全日本タイトルを逃し
たCMSC長野・宮入友秀選手が狙っていたオーバーオールの公約通り１本目で見事トップタイ
ム。２本目気合いが入り過ぎタイムダウンとなるも、オーバーオールウィンとなる嬉しいＪＡＦカップ
初優勝を飾りました。'08JAF中部ダートトライアル選手権シリーズチャンピオンを獲得したCMSC
岐阜・西尾実選手は、全日本戦での好調な走りそのままで、４位獲得となりました。 

 また、個人のＪＡＦタイトルの他にＪＭＲＣの７地区(北海道/東北/関東/中部/近畿/中国・四国/
九州)による地区対抗戦では、JMRC東北が優勝。CMSC岩手・浅沼賢志選手、CMSC山形・伊藤
久選手が健闘の走りで優勝に貢献となりました。 
 
※'08JAFカップオールジャパンダートトライアル/'08JMRC全国オールスターダートトライアル出場資格 
１．'08全日本ダートトライアル選手権シリーズの各部門、各クラスの上位入賞者3名 
２．'08各地区の地方選手権シリーズの各部門、各クラスの上位入賞者3名 
３．オーガナイザーの申請に基づき、JAFが審査の上、認められた者 
 

■ Ｎ３クラスで優勝した赤羽政幸選手(CMSC栃木） 
 

｢今回のJAFカップ初の優勝は、全日本クラスの大きなイ
ベントでの優勝は５年振りなので非常に嬉しいです。テク
ニカル区間のコース攻略がうまくいったのが今回の勝利
につながりました。前回の走行からはフロントデフをオー
バーホールして臨みました。このところ海外ラリーでのア
クシデント以来、不振が続き、今回の結果が出たことで諦
めずにやって来て良かったと思っています。来年、全日
本ダートトライアル選手権ではチャンピオン争いを最後ま
でしたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたしま
す」 
 

5年振りの勝利！嬉しいJAFカップ初優勝の
赤羽政幸選手(CMSC栃木) 
 

■ ＳＡ２クラスで優勝した荒井信介選手(CMSC群馬） 
 

｢地元と言われる丸和でのJAFカップでしたが、変形のコ
ースレイアウトで走った事の無いコーナーがいくつもあ
り、慣熟歩行で良く確認し、他のクラスの走りを見る事で
イメージをつくり、２本ともトップタイムで優勝できたことは
本当に喜ばしく良い今季最後の大会となりました。寒さの
影響で路面が中々乾かなくてタイヤ選択が難しく１本目
はA031（ウェット）を、２本目はA035（ドライ）を選択したの
が良い結果となりました。クルマの方は通常のメンテナン
スで臨みました。来年はエボXで出場しますのでクルマを
製作しセッティングを重ねていき優勝を目指します。
CMSCの皆さん、シーズンが終わって一段落ですが、冬
は雪や氷上で練習しましょう！ また、一年間応援どうもJAFカップ4度目の制覇となった2年連続全日
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ありがとうございました」 
 

本SA2チャンプの荒井信介選手(CMSC群馬) 
 

■ Ｄクラスで優勝した宮入友秀選手(CMSC長野） 
 

｢JAFカップ初の勝利とても嬉しいです。全日本選手が少
ないDクラスでしたが全国の強豪ばかりで決して油断は
出来ない感じでした。でも狙うのはオーバーオールで勝ち
たいと思っていたので達成できて良かったです。１本目は
気分良く走れ、２本目はちょっと気合いが入り過ぎてしま
いました。でも今季を締めくくるJAFカップで１番になれた
ことは素直に嬉しいです。また来年も頑張りますので応
援のほどよろしくお願いします」 
 

嬉しいJAFカップ初優勝の宮入友秀選手
(CMSC長野) 
 

■７位以下のCMSC選手

佐藤隆行選手(神奈川) N3クラス 伊藤 久選手(山形) N3クラス 影山浩一郎選手(神奈川) N3クラス

7位(写真) 
'08JAF関東ダートトライアル選手権 

シリーズ9位で選抜 
 

9位(写真) 
'08JAF東北ダートトライアル選手権 

シリーズチャンピオンで選抜 
 

10位(写真) 
'08JAF関東ダートトライアル選手権 

シリーズチャンピオンで選抜 
 

蓮池量之選手(浜松) N3クラス 島部 亨選手(札幌) N3クラス 浅沼賢志選手(岩手) N3クラス

11位(写真) 
'08JAF中部ダートトライアル選手権 

シリーズ5位で選抜 
 

12位(写真) 
'08JAF北海道ダートトライアル選手権 

シリーズ4位で選抜 
 

14位(写真) 
'08JAF東北ダートトライアル選手権 

シリーズ7位で選抜 
 

五十嵐貴右選手(道北) N3クラス 矢本裕之選手(大阪) N3クラス 斉藤吉衛選手(群馬) N3クラス

15位(写真) 
'08JAF北海道ダートトライアル選手権 

シリーズ3位で選抜 
 

17位(写真) 
'08JAF近畿ダートトライアル選手権 

シリーズチャンピオンで選抜 
 

19位(写真) 
推薦出場 
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古沢和夫選手(栃木) N1クラス 谷口末里子選手(札幌) N1クラス 飯島 勲選手(長野) SA2クラス

7位(写真) 
'08JAF関東ダートトライアル選手権 

シリーズ3位で選抜 
 

21位(写真) 
'08JAF北海道ダートトライアル選手権 

シリーズ6位で選抜 
 

8位(写真) 
'08JAF関東ダートトライアル選手権 

シリーズ6位で選抜 
 

岩田賀嗣選手(群馬) SA2クラス 藤原広明選手(札幌) SA2クラス 寺澤伸俊選手(札幌) SA2クラス

10位(写真) 
'08JAF関東ダートトライアル選手権 

シリーズ7位で選抜 
 

12位(写真) 
'08JAF北海道ダートトライアル選手権 

シリーズ2位で選抜 
 

13位(写真) 
'08JAF北海道ダートトライアル選手権 

シリーズチャンピオンで選抜 
 

櫛田正文選手(岐阜) SA2クラス アキマただゆき選手(神奈川) SA2クラス スマイリーナガヤマ選手(神奈川) SA2クラス

14位(写真) 
'08全日本ダートトライアル選手権 

シリーズ5位で選抜 
 

16位(写真) 
'08JAF関東ダートトライアル選手権 

シリーズ10位で選抜 
 

17位(写真) 
推薦出場 

 

田上正彦選手(岐阜) SA2クラス 入山宰次選手(東京) SA2クラス 稲葉幸嗣選手(仙台) SA1クラス

19位(写真) 
'08JAF中部ダートトライアル選手権 

シリーズ9位で選抜 
 

26位(写真) 
推薦出場 

 

8位(写真) 
'08JAF東北ダートトライアル選手権 

シリーズ3位で選抜 
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堀井朋延選手(岐阜) Dクラス

R(写真) 
'08JAF中部ダートトライアル選手権 

シリーズ4位で選抜 
 

■大会での１コマ 

北海道勢、全員集合！ 選手7名うちCMSCは何と6名。
前列左からSA2参加のCMSC札幌・藤原広明選手、8年
連続N2クラスチャンピオン原宴司選手、SA2参加の
CMSC札幌・山田善之選手。後列左から応援参加の
CMSC帯広・猿橋洋文さん、SA2参加のCMSC札幌・寺
澤伸俊選手、N3参加のCMSC札幌・島部亨選手、N3参
加のCMSC道北・五十嵐貴右選手、応援参加のCMSC
道北・磯弘美さん、N1参加のCMSC札幌・谷口末里子選
手、原選手の奥様の聡子さん。 
 

岩手県から唯一CMSC岩手・浅沼賢志選手(前列右)が
N3クラスに参加。県を代表しての参加にCMSC岩手から
応援団も多数。写真前列左は、遠征監督の藤岡哲紀さ
ん、後列左から藤澤祥久さん 川村景司さん(非CMSC
岩手)、斉藤誠一さん(非CMSC岩手)、南野渉さん、光井
太平さん。 
 

CMSC岐阜集合！と声かけても人数が多く集まったの
は左からSA2参加の櫛田正文選手、応援参加の松原実
さん、SC3参加の三枝重光選手、D参加の堀井朋延選
手、応援参加の角皆昭久さんに、N3参加のCMSC浜
松・蓮池量之選手と奥様の淑子さん(中央)。CMSC岐阜
からSA2参加の北村和浩選手、田上正彦選手、D参加
の西尾実選手はパドックが遠く、撮影に間に合いません
でした。 
 

CMSC神奈川勢は、前列左からN3参加の影山浩一郎
選手、SA2参加のスマイリーナガヤマ選手、後列左3人
目の佐藤隆行選手が、10月末に急逝したCMSC神奈
川・渡辺護さんの遺影を持って参加。応援団は、後列左
から若林純子さん、吉川光夫さん、前列左3人目松本暁
治さんと、右側の畦地ファミリー4名。 
 

朝の慣熟歩行にて。結果、N3優勝CMSC栃木・赤羽政
幸選手(右1人目)とSA2優勝CMSC群馬・荒井信介選手
(右2人目)の優勝者同士が仲良く慣熟歩行していたこと
になりました。 
 

SA2北村和浩選手(左)がJAFカップではCMSC岐阜とし
て、同・櫛田正文選手(右)のランサーを借りダブルエント
リー。これまた仲良く慣熟歩行。1本目櫛田選手がドライ
ブシャフト破損により北村選手は走れず、2本目走行だ
けで見事3位。オーナー櫛田選手は14位に低迷でした。 
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CMSC大阪・吉村修選手(左3人目)は、練習走行日パソコンに向かい解析中。車に搭載のGPSで実速度、ライン取り
を計測し、本体のGセンサーにより加減速G、横Gを計測します。また、４輪の回転センサーより各ホイールの回転数
を計測して、タイヤの速度と実速度の差からスリップ率を計算します。他のセンサーもつなげればエンジン回転、水
温、油温、スロットル開度等データを取ることが可能。このイギリスのレーステクノロジー社のDL1 GPSデータロガー
というシステムは、他の人の車に搭載すると自身の走り方との比較ができる優れもの。2年連続N3チャンピオンは研
究熱心の賜物です。左2人目はCMSC大阪・矢本裕之選手、吉村選手の右は、梶岡悟さん（今回は競技参加でなく、
ケータリング参加)、その右CMSC札幌・山田善之選手、同・谷口末里子選手も興味津々。右の写真はシステム起動
中のパソコン画面と、車側のシステム搭載写真です。 
 

白い容器を持って何か食べていた人は、4人全員CMSC
でした。多分JMRC東北が無料提供した「八戸せんべい
汁」です。「八戸せんべい汁」は、11月2日福岡県久留米
市で開催されたB級グルメ選手権で2位獲得、脚光を浴
びています。 
 

オクヤマの奥山正社長(手前)を囲んで。左から、奈良場
正さん、CMSC神奈川・戸田浩さん、中島孝恭さん、
CMSC長野・飯島千尋さん、CMSC茨城・東郷利博さん。
全員応援参加でした。 
 

JMRC地区対抗戦はJMRC東北(日向俊男・東北ダートト
ライアル部会長)が優勝。2位はJMRC近畿(杉尾泰之・
近畿ダートトライアル部会長)、3位はJMRC中部(福田淳
三・中部ダートトライアル部会長)となりました。 
 

JMRC東北の優勝には、N3参加のCMSC山形・伊藤久
選手(後列右3人目)、同じくCMSC岩手・浅沼賢志選手
(中列右2人目)、SA1参加のCMSC仙台・稲葉幸嗣選手
(撮影間に合わず)も貢献。 
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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 

CMSCのJAFカップ優勝トリオ。左からDクラスCMSC長野・宮入友秀選手は初、N3クラスCMSC栃木・赤羽政幸選手
も初、SA2クラス荒井信介選手は4個目のカップ獲得となりました。 
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