
 

'08 JAFカップオールジャパンダートトライアル  

 
開催日:11月9日(日) 

開催場所:栃木県那須塩原市｢丸和オートランド那須｣ 

参加台数:131台(三菱車71台) 

N1クラス(N車両､2WD、排気量区分なし):23(三菱ミラージュ他8台) 

N2クラス(N車両､4WD､～1600cc):14台 

N3クラス(N車両､4WD､1601cc～):22台(三菱ランサー20台) 

SA1クラス(SA車両､2WD､排気量区分なし):11台(三菱ミラージュ他3台) 

SA2クラス(SA車両､4WD､排気量区分なし):27台(三菱ランサー24台) 

SC1クラス(SC車両､2WD､排気量区分なし):7台(三菱ミラージュ他2台) 

SC2クラス(SC車両､4WD､～1600cc):7台 

SC3クラス(SC車両､4WD､1601cc～):11台(三菱ランサー6台) 

Dクラス(自由改造､排気量区分なし):9台(三菱ランサー他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。 

 

三菱車がN3、SA1、SA2、Dの4クラスを制覇! 

N3赤羽政幸(CMSC栃木)、SA1山下貴史、SA2荒井信介(CMSC群馬)、 

D宮入友秀(CMSC長野)の各選手が優勝 こちらからお選びください

 

 

N3クラスで優勝した赤羽政幸選手の 

三菱ランサーエボリューション

SA1クラスで優勝した山下貴史選手の 

三菱FTO 

 シーズンを締めくくるダートトライアル競技の祭典｢2008年JAFカップオールジャ

パンダートトライアル/2008年JMRC(JAF登録クラブ地域協議会)全国オールスタ

ーダートトライアル｣が11月9日(日)、栃木県那須塩原市にある｢丸和オートランド

那須｣で開催された。  

 

 この大会には、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入

賞3選手、②各地区・地方選手権の各クラスのシリーズ上位入賞3選手、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選手が参加した。全日本

上位選手と全国各地区の強豪選手が一堂に会し、9クラスで熱戦が繰り広げられ

た今大会には合計131台ものエントリーがあり、三菱車は過半数の71台が参加。

今回のコース設定は、前半が常設のコースを生かしたハイスピードセクションで、

後半にゴール直前の島まわりターンなどテクニカルセクションが設けられた。この

日の天候は曇り。終日、どんよりとした雲に覆われ、気温も低かった。幸い雨も降

らず競技はドライコンディションで行われ、路面の掃けた2本目の勝負となった。 

 

  N3クラスは、1本目、全日本5位の山野光司選手(CMSC千葉・三菱ランサー)が

トップタイムをマークするも、2本目、丸和オートランド那須をホームコースとする全

日本４位の赤羽政幸選手（CMSC栃木・三菱ランサー）が大幅なタイムアップを果

たし、トップに立つ。赤羽選手にとってはJAFカップ初制覇、全日本戦を含めても

2003年第4戦以来5年ぶりの優勝となった。2位には、07、08年チャンピオンでエボ

Ⅹで参戦する吉村修選手(CMSC大阪・三菱ランサー)が0.311秒差で入賞。吉村

選手がエボⅩを投入して、これで3戦目。6位、4位、今回の2位と、順調な仕上が

り具合を見せていた。3位には、全日本2位の田崎克典選手(三菱ランサー)が入

賞し、トップ3を全日本の上位陣が占める結果となった。  

 

SA1クラスでは、全日本7位で出場の山下貴史選手(三菱FTO)が優勝を果たし

た。主に中国地区戦を走り全日本はスポット参戦、｢本コースを走るのは初めて｣

と言う山下選手自身、全日本のチャンピオンら上位陣を退けての優勝に驚きの表
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SA2クラスで優勝した荒井信介選手の 

三菱ランサーエボリューション 

Dクラスで優勝した宮入友秀選手の  

三菱ランサーエボリューション

情を隠せないでいた。  

 

 ナンバー付き改造部門のSA2クラスでは、全日本で4年連続チャンピオンを獲得

している王者、荒井信介選手(CMSC群馬・三菱ランサー)が、1本目、2本目ともに

トップタイムをマークして優勝を果たした。JAFカップは4回目の優勝。また、スバ

ル・インプレッサで全日本に出場している北村和浩選手が今回JAFカップには三

菱ランサーで、全日本5位の櫛田正文選手(CMSC岐阜)とのダブルエントリーで参

戦した。しかし、1本目、櫛田選手走行中にドライブシャフトが折れてしまったた

め、北村選手は出走できず、勝負を掛けた2本目で、3位入賞を果たした。一方、

櫛田選手は14位に終わった。  

 

 ナンバーなし改造部門のSC3クラスは、全日本の上位陣からの参戦が少なく、

08年チャンピオン谷田川敏幸選手(スバル・インプレッサ)が出場するも2本目ゴー

ル直前転倒でリタイア、1本目のタイムで3位に終わるなど予想外の顛末となっ

た。トップ3を占めたのは丸和オートランド那須をホームコースとするインプレッサ

の選手ばかり。三菱ランサーでは同じく栃木県から参戦の亀山晃選手(三菱ラン

サー)の4位が最高位だった。 

 

 Dクラスは、昨年度の全日本チャンピオン宮入友秀選手が制した。1本目、文句

なしのベストタイムを出し、2本目も勝負を掛けてアタックするも、ミスでタイムアッ

プはならなかった。しかし、それでもオーバーオールタイムとなった1本目のタイム

で初のJAFカップタイトルを決めた。なお今年度チャンピオンの河内渉選手

(CMSC広島)は、全日本最終戦で車両全損のため欠場した。 

 

 この他、JMRCの章典では各選手が所属するJMRCごとに全国7地区(北海道/

東北/関東/中部/近畿/中四国/九州)に分かれての各地区ポイント争いが行わ

れ、JMRC東北が優勝した。 

■結果 

【N3クラス】 

順位 ドライバー 車両 タイム

1 赤羽 政幸(CMSC栃木) 三菱ランサーエボリューション 1分33秒324

2 吉村 修(CMSC大阪) 三菱ランサーエボリューションX 1分33秒635

3 田崎 克典 三菱ランサーエボリューション 1分33秒941

4 大野 純治 三菱ランサーエボリューション 1分33秒993

5 山野 光司(CMSC千葉) 三菱ランサーエボリューション 1分34秒043

6 信田 政晴 三菱ランサーエボリューション 1分34秒477

7 佐藤 隆行(CMSC<神奈川)/font> 三菱ランサーエボリューション 1分34秒541

8 星野 悟 三菱ランサーエボリューション 1分34秒598

9 伊藤 久(CMSC山形) 三菱ランサーエボリューション 1分34秒672

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35秒585

【SA1クラス】 

順位 ドライバー 車両 タイム

1 山下 貴史 三菱FTO 1分40秒405

2 鈴木 良信 トヨタ･セリカ 1分40秒694

3 本間 義教 ホンダ･インテグラ 1分41秒272

4 武石 裕二 ホンダ･シビック 1分41秒549

5 大栗 一也 ホンダ･シビック 1分41秒702

6 柴田 一洋 ホンダ･インテグラ 1分41秒728

7 川島 秀樹 ホンダ･インテグラ 1分42秒044

8 稲葉 幸嗣(CMSC仙台) 三菱ミラージュ 1分42秒426

9 新山 真規 ホンダ･シビック 1分42秒886

10 伏見 利昭 ホンダ･シビック 1分43秒762

【SA2クラス】 

順位 ドライバー 車両 タイム

1 荒井 信介(CMSC群馬) 三菱ランサーエボリューション 1分33秒417

2 中村 智祐 スバル･インプレッサ 1分33秒628

3 北村 和浩(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分33秒645

4 上村 智也 三菱ランサーエボリューション 1分34秒046

5 山田 善之(CMSC札幌) 三菱ランサーエボリューション 1分34秒395

6 中村 雅幸 三菱ランサーエボリューション 1分34秒600

7 藤本 隆 三菱ランサーエボリューション 1分34秒745
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8 飯島 勲(CMSC長野) 三菱ランサーエボリューション 1分34秒799

9 大橋 邦彦 三菱ランサーエボリューション 1分34秒837

10 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193

【SC3クラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 金枝 宣孔 スバル･インプレッサ 1分33秒087

2 星野 伸治 スバル･インプレッサ 1分33秒670

3 谷田川 敏幸 スバル･インプレッサ 1分33秒702

4 亀山 晃 三菱ランサーエボリューション 1分34秒231

5 三枝 重光(CMSC岐阜) 三菱ランサーエボリューション 1分34秒410

6 梅津 立 三菱ランサーエボリューション 1分35秒325

7 加藤 琢 スバル･インプレッサ 1分37秒373

8 岩下 幸広 三菱ランサーエボリューション 1分38秒244

9 細矢 敏之 スバル･インプレッサ 1分40秒218

【Dクラス】

順位 ドライバー 車両 タイム

1 宮入 友秀(CMSC長野) 三菱ランサーエボリューション 1分32秒938

2 佐藤 史彦 スバル･インプレッサ 1分34秒569

3 柿本 拓自 三菱ランサーエボリューション 1分34秒855

4 西尾 実(CMSC愛知) 三菱ランサーエボリューション 1分35秒344

5 江川 博 三菱コルト 1分35秒535

6 山口 幸男 三菱ミラージュ 1分40秒076

7 佐々木 恵 三菱ランサーエボリューション 1分40秒252

*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26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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