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2009年全日本ラリー選手権 第9戦「FMSC吉野ヶ里マウンテンラリー'09」 

三菱ランサーエボリューションⅩ、ターマックラリーを完勝し、2009年シーズンを締めくくる。 

JN-4クラス、奴田原文雄選手（三菱ランサーエボリューションⅩ）が優勝し、総合/JN-4クラスのシリーズチャンピオン

を獲得！ 

JN-2クラスでも、田中伸幸選手(CMSC札幌、三菱ミラージュ)が優勝し、シリーズチャンピオンに！ 

  

    

  

     

  

全日本ラリー選手権 第9戦（最終戦） 「FMSC 吉野ヶ里マウンテンラリー'09」 

11月13日（金）～15日（日）、佐賀県神崎郡吉野ヶ里町周辺 

天候：晴れ 

路面：ドライ（一部ウエット） 

総走行距離：240.32km、内SS距離64.22km（全て舗装路） 

  

11月13-15日、2009年全日本ラリー選手権第9戦（最終戦）が佐賀県神崎郡吉野ヶ里町にて47台の出走で開催され

< ターマックイベントを制し、今季4勝目。2009年の全日本ラリー選手権 総合/JN-4タイトルを決めた奴田原選手)>

      ＜ 同じく、JN-2クラスチャンピオンに輝いた、田中選手（CMSC札幌）＞

1/13 ページ全日本ラリー選手権 | 三菱自動車モータースポーツ

2011/05/25http://www.mitsubishi-motors.co.jp/motorsports/rally01.html



た。 

三菱勢では、ランサーエボリューションⅩを駆る奴田原文雄選手（ADVAN-PIAAラリーチーム）が、総合/JN-4クラス

で優勝。この勝利で奴田原選手はシリーズチャンピオンを決め、2006年以来3年ぶり通算8回目となる全日本タイトル

(総合/C&JN-4クラス)の戴冠となった。 

また、JN-2クラスでは、ミラージュの田中伸幸選手（CMSC札幌）がクラス優勝、こちらもシリーズチャンピオンを獲得し

た。 

 

今季最終戦となった全日本ラリー選手権。注目は最後までもつれた、総合・JN-4クラス・JN-2クラスのシリーズチャン

ピオン争いの行方だった。 

  

総合及びJN-4クラスのチャンピオン争いは、三菱ランサーエボリューションⅩを駆る奴田原文雄選手と、スバルの勝

田範彦選手の、共にチャンピオンの実績がある強豪同士の一騎打ちとなった。 

トラクション性能に優れたランサーエボリューションⅩで、「ラリー北海道」を含めた今季のグラベルラリーを圧勝し、ポ

イントリーダとして最終戦を迎えた奴田原選手。 

対して、ターマックラリーを得意とし、シリーズ後半戦のターマックラリー4戦全制覇を狙い、これまで3連勝中の勝田選

手。 

二人の白熱したバトルは、14日（土）8時23分、SS1からスタートした。 

  

開催前の悪天候により、例年と比べコースが短縮された「FMSC 吉野ヶ里マンテンラリー」は、総走行距離240.32km

で、競技区間のSSは8本(64.22km)。競技自体は14日(土)にスタート/ゴールする実質1DAYのラリーとなった。 

 

前日の雨が路面に残った序盤、昨年のJN-1.5クラスを三菱コルト1.5Cでチャンピオンとなり、今年はJN-4クラスから

参戦中の榊雅広選手（CMSC鹿児島、三菱ランサーエボリューション）が、地元の有利さを生かしトップに立つ。 

しかし奴田原選手は、水の残るSS2においてドライタイヤで慎重ながらも大胆に攻め、一気にトップを奪う。 

SS3で榊選手に逆転を許すも、奴田原選手はSS4で再びトップに立つと、ドライコンディションとなった中盤以降のSSで

はさらにペースアップし、いよいよ逃げ切り体制に入る。 

 

一方のチャンピオン候補で、今回も優勝が必須条件の勝田選手はこれまでの勢いに欠け、奴田原選手を追い切れな

い。 

勝田選手は最終SSで何とか榊選手をかわし2位に上がるも、ついに奴田原選手との差は埋まらなかった。 

  

優勝した奴田原選手は今季4勝目。グラベル及びターマックラリー両方を制し、最終戦ではチャンピオンの名に恥じぬ

完勝で、2009年全日本ラリー選手権の総合/JN-4クラス王者となり、またランサーエボリューションⅩに全日本ラリー

初タイトルをもたらした。 

 

また、今回総合5位までに4台の三菱ランサーエボリューションが入賞し、ランサーエボリューションの性能と信頼性を

強くアピールし、シーズンを締めくくった。 

 

一方、激闘となった総合/JN-4クラスに対し、JN-2クラスは中盤であっけない幕切れとなった。 

シリーズチャンピオン候補は、三菱ミラージュの田中伸幸選手と、トヨタレビンの高橋悟志選手に絞られ、最終戦でど

ちらかが一方を上回ればチャンピオンとなる"ガチンコ・バトル"。 

  

ラリーは序盤、ターマックが得意な高橋選手がリードし、それを田中選手がじわじわ追い上げるいつもの展開に。 

しかし、勝負どころを心得るベテラン田中選手が、SS4にスパートを賭け、逆転。高橋選手にプレッシャーを与えると、

SS5で高橋選手がマシントラブルでリタイヤとなってしまう。 

これで王座が確定した田中選手は、その後ラリーを楽しむかのごとく好タイムを連発。上位クラスにも割って入る好成

績で見事クラス優勝し、自身のシリーズチャンピオン獲得に花を添えた。 

 

本ラリーをもって終了を迎えた今シーズンの全日本ラリー。三菱勢はシリーズ総合チャンピオンの他、JN-4・JN-2・J

N-1.5の各クラスでもチャンピオンに輝く活躍を見せた。 

 

 

 

【2009年全日本ラリー選手権 三菱勢シリーズチャンピオン】 

総合/JN-4クラス   奴田原文雄選手（三菱ランサーエボリューションⅩ）       

JN-2クラス       田中伸幸選手（三菱ミラージュ） 

JN-1.5クラス      大井こずゑ選手（三菱コルト1.5C） 

 

◆奴田原文雄選手のコメント 

「最終戦までもつれたタイトル争いでしたが、ターマックラリーを勝って決めるという最終目標も達成できうれしく思って

います。いつも応援してくださるファンの皆様、そして、横浜ゴム様をはじめとしたスポンサー・関係各位の皆様に御礼

申し上げます。本当にありがとうございました。」 

 

 

 

2009年全日本ラリー選手権 第9戦 レース結果 
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ページのトップへ 

2009-10-20 13:39:19 

全日本ラリー選手権第8戦 

JN-1.5クラス、大井こずゑ選手（CMSC群馬、コルト1.5C）が優勝し、女性ドライバー初の全日本ラリーチャンピオンが

誕生！！ 

JN-4クラス、奴田原文雄選手（ランサーエボリューションX）は2位入賞し、チャンピオンに王手！ 

 

  

全日本ラリー選手権第8戦 ｢ 第37回 M.C.S,Cラリー ハイランドマスターズ2009 ｣ 

10月17日(土)～18日（日）、岐阜県高山市周辺 

天候：雨(DAY1)、晴れ(DAY2) 

路面：ウエット(DAY1)、ドライ／ウエット(DAY2) 

総移動距離：364.42km、内SS距離：73.41km（全て舗装路） 

  

2009年10月17日～18日、 岐阜県高山市丹生川町を基点に全日本ラリー選手権第8戦「第37回 M.C.S.C.ラリーハイ

ランドマスターズ 2009」が行われ、JN-1.5クラスにエントリーした、大井こずゑ選手が優勝し、女性ドライバーとして初

となる全日本ラリーチャンピオンに輝く快挙を成し遂げた。 

「第37回 M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2009」は前日までの気象予報と異なる雨模様の開幕となり、SS中の

路面がウエット、ドライ、ドライ／ウエットとめまぐるしく変化し、各選手ともタイヤ選択、コース攻略に悩まされるラリー

となった。JN-4 クラスはスバルの勝田範彦選手が得意のターマックラリーを序盤からリード。三菱勢としてはそれを

石田正史選手（ランサーエボリューションＸ）、奴田原選手（ランサーエボリューションＸ）、古谷哲也選手（ランサーエボ

リューションＸ）、吉澤哲也選手（ランサーエボリューション）らが追う展開となった。SS12本で構成される本ラリーで、ト

ップタイムをマークする選手が５名にのぼるなど混戦となったが結局、勝田選手が逃げ切り優勝した。終盤まで奴田

原選手と共に優勝を狙っていた石田選手は惜しくもSS11でリタイヤ。 奴田原選手は2位に入賞となり、チャンピオン

決定は最終戦に持ち込まれた。 

ＪＮ-1.5クラスは大井こずゑ選手（三菱・コルト1.5C）、天野智之選手（トヨタ・ビッツ）、鷲尾俊一選手（スズキ・スイフ

ト）、青島巧選手（ホンダ・フィット）、畠山貴之選手（マツダ・デミオ）と多様なエントリーとなった。序盤、天野選手、青島

選手が飛び出し、これを大井選手、鷲尾選手が追う展開に。シリーズチャンピオンに王手をかけた、大井選手は序

盤、慎重にＳＳを消化しつつ上位を窺うが、ラリー最長距離11.03kmを有するSS7,8（高山・犬山線）で逆転し、トップに

踊り出ると以降、一度も首位を明け渡す事なく走り切り、史上初の全日本ラリー選手権女性チャンピオン誕生を自ら

の優勝で飾った。 

次回は最終戦、「FMSC吉野ヶ里マウンテンラリー09」は11月13-15日、佐賀県神埼郡吉野ヶ里町にて開催される。 

  

 
JN-1.5クラスで優勝し、ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝを決めた 
大井こずゑ選手とｺﾙﾄ 1. 5C

初の女性チャンピオンとなった大井こずゑ選手(右)と 
コ・ドライバーの竹下紀子選手（左） 
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各クラスの結果は下記の通り。 

  
  

ページのトップへ 

2009-09-29 17:29:50 

2009年ＪＡＦ全日本ラリー第7戦「新城ラリー2009」 

JN-4クラス、奴田原文雄選手（ランサーエボリューションX）、JN-2クラス、田中伸幸選手（CMSC札幌、ミラージュ）、J

N-1.5クラス、菅野正之選手（CMSC浜松、コルト1.5C）はそれぞれ２位入賞、大井こずゑ選手（CMSC群馬、コルト1.5

C）は3位入賞。 

奴田原選手、田中選手、大井選手３選手ともシリーズポイントリーダーをキープ！ 

  

2009年ＪＡＦ全日本ラリー第7戦「新城ラリー2009」結果 

9月25日(金)～27日（日）、愛知県新城市周辺 

天候：晴れ（DAY1／DAY2) 

路面：ドライ（一部ウエット） 

総移動距離：303.65km、内SS距離：73.5km（全て舗装路） 

  

2009年9月25日～27日、 愛知県新城市にある桜淵公園を基点に全日本ラリー選手権第7戦「新城ラリー2009」が行

われ、三菱勢は各クラス多数参戦した。結果は今ラリー2連覇を狙ったJN-4クラスの奴田原文雄選手(ランサーエボリ

ューションＸ)は惜しくも２位、JN-2クラスの田中伸幸選手（CMSC札幌、ミラージュ）も同じく２位、JN-1.5クラスは菅野

正之選手（CMSC浜松、コルト1.5C）が今季最高の2位、大井こずゑ選手（CMSC群馬、ｺﾙﾄ1.5C）は3位に入賞という結

果となった。奴田原選手、田中選手、大井選手ともにシリーズポイントリーダーをキープしている。 

「新城ラリー2009」は山の尾根沿いのタイトコーナーが連続する峠道や片側１車線の一般道路を封鎖しての道幅の広

いハイスピードコースなどから構成され、標高差はないものの変化にとんだコース設定でドライバーの技量、マシンの

完成度、耐久力がともに試されるラリー。 

三菱勢としては序盤、JN-4 クラスで有力選手の石田正史選手（ランサーエボリューションX）がＳＳ１でサスペンション

をヒットし、SS3でリタイヤする等波乱含みのスタートだったが、奴田原選手（ランサーエボリューションＸ）がSS1からの

3連続を含む合計４本のSSトップタイムをマーク、幸先良くDAY１を1位で終え、翌日のDAY2に２連覇の期待がかか

る。しかし、２番手の勝田選手（スバル・インプレッサ）にとっては地元且つ、得意なターマックラリー。グラベル戦は不

利と見て参戦しなかった分、シリーズチャンピオンの為には今回も負けられず、気合十分で奴田原選手に挑み、ラリ

ーはこれまで通り二人のマッチレースとなった。DAY2、１本目(SS7)は奴田原選手がSSトップをとり、引き続き好調さを

アピールするが、次のロングＳＳ（雁峰ミドル1）で勝田選手が奴田原選手をかわしてトップに躍り出る。しかし、差は2.2

秒。トップを奪われた奴田原選手もSS9、10を連取し反撃開始。これまで2日間、10本のSSでトータル約57kmを走り切

っても両者の差はわずか1.8秒。ワンチャンスで勝敗はどちらに転ぶかわからない。その明暗は終盤のやま場、当日２

本目のロングSS（SS11雁峰ミドル2）で起こる。SS残り3km付近で奴田原選手のマシン右リヤタイヤにスローパンクチ

ャーが発生、挙動が乱れるマシンを何とかゴールさせるが、19.3秒のビハインドとなってしまう。それでも勝負を諦めな

い奴田原選手は最終SS12、4.12kmでもトップタイムをマークしますが逆転はならず。2位入賞となり前年に引き続いて

の連覇はならなかった。 

ADVAN RALLY TEAMから、「(今回はこういう結果にはなりましたが)昨年と比べADVANタイヤは舗装路においても着

実に進歩して来ています。又ドライバーの奴田原選手も好調を維持しています。強みのあるグラベルはもとよりターマ

ックでもダンロップ／インプレッサに接近しています。次戦で勝って最終戦を待たずにシリーズ優勝を決めたいと考え

ておりますので、これからも応援をよろしくお願いします。」とのコメントもあり、次戦に期待がかかる。 

JN-2クラスはこれまで通り、序盤から田中伸幸選手（CMSC札幌、ミラージュ）と高橋悟志（トヨタ・レビン）のマッチレー

スとなった。DAY1では今ひとつ精彩を欠いた田中選手だったが、DAY2はスタートから3連続SS奪取で存在感をアピー

ルする。その後両者譲らず順位に変動ないまま、フィニッシュ、田中選手は前回に続き２位入賞という結果となった。

第７戦を終え田中選手が依然シリーズトップをキープ。このクラスもシリーズ優勝に向けて残り２戦白熱した展開が期

待される。 

JN-1.5クラスは序盤から天野智之選手（トヨタ・ヴィッツ）、島田雅道選手（ホンダ・フィット）が飛び出し、それを菅野正

之選手（CMSC浜松、コルト1.5C）、大井こずゑ選手（CMSC群馬、コルト1.5C）が追う展開。転機はDAY2、SS9に訪れ

た。それまで２位を走行していた島田選手がコースオフによりリタイヤ。菅野選手、大井選手の順位が繰り上る。その

後、それぞれポジションをキープ、菅野選手は今季最高成績の２位、大井選手は３位でフィニッシュとなった。この結

果により、大井選手は残り２戦で４位以上に入賞した時点でシリーズ優勝の計算となり、念願のJN-1.5クラスシリーズ

優勝に大きく前進した。 
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次回は第8戦「第37回 M.C.S.C ラリーハイランドマスターズ2009」、10月16日～18日岐阜県高山市周辺で行われる。 

  

各クラスの結果は下記の通り。 

 
  

ドライバーズポイント
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ページのトップへ 

2009-09-09 15:22:16 

2009年JAF全日本ラリー選手権第6戦「久万高原ラリー」 

JN-1.5クラス、コルト1.5Cを駆る、大井こずゑ選手(CMSC群馬)が今季2連勝で優勝！JN-4クラス、奴田原文雄選手

（ランサーエボリューションX）、JN-2クラス、田中（CMSC札幌、ミラージュ）は惜しくも連勝ならず、２位となる。 

  

2009年9月5日～6日、 愛媛県久万高原町にある美川スキー場周辺にて全日本ラリー選手権第6戦「久万高原ラリ

ー」が行われ、三菱勢は、JN1.5ｸﾗｽの大井こずゑ選手（CMSC群馬、ｺﾙﾄ1.5C）が前回のラリー北海道に続く2連勝で

優勝、昨年に続く今ラリー2連覇を狙ったJN-4クラスの奴田原文雄選手(ランサーエボリューションＸ)、JN-2クラス田中

伸幸選手（CMSC札幌、ミラージュ）ともに2位の結果となりました。 

「久万高原ラリー」は高い標高の中、くねくねとつづら折れのコーナーが続く典型的な山岳ラリー。 APRC併催の「ラリ

ー北海道」を除くと国内最長距離のSS距離トータル約100kmを有し、今回新コースも設定された事でマシン、ドライバ

ーともにタフなラリーとなりました。 

三菱勢は序盤、奴田原選手がSS1でトップ奪うと、SS2では石田正史選手（ランサーエボリューションX）が取り返し、ラ

ンサーエボリューションＸ勢が幸先のいいスタートを切りました。翌日のDAY2も石田選手が初のロングSSである、SS4

で渾身のアタックにより、トップタイムをたたき出しましたが、続くSS5でコースアウトにより、リタイヤとなってしまいまし

た。奴田原選手もSS4途中でマシントラブルが発生し、完走ペースとなった為、スバルの勝田範彦選手が総合優勝と

なりました。 

JN-2クラスはミラージュの田中伸幸選手とレビンの高橋悟史選手のマッチレースとなり、逃げる高橋選手を田中選手

が終始追う展開の中、田中選手は最後まであきらめず、最終ＳＳで高橋選手を12秒上回る猛チャージをかけますが

届かず、JN-2クラス、2位となりました。 

上位クラスが惜敗する中、三菱勢で一人気を吐くのはJN-1.5クラスで前戦のラリー北海道を２連覇で優勝した、コルト

1.5Cの大井こずゑ選手。かわいらしい花柄のボディーペイントと裏腹にロングのＳＳ中心にトップタイムをマーク。ヴィ

ッツ、フィット、スイフトを操る男性ドライバー陣を退け、2連勝で今季3勝目をマーク、シリーズポイント首位を堅持しま

した。 

JN-4クラスの奴田原選手、JN-2クラスの田中選手も今回惜しくも優勝はなりませんでしたが、ポイントリーダーは維

持。シリーズ優勝に向けて終盤戦での戦いが期待されます。次回は9月25-27日、愛知県で開催される、第７戦「新城

ラリー」です。 

  

各クラスの結果は下記の通り。 
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ページのトップへ 

2009-07-14 10:44:45 

2009年JAF全日本ラリー選手権第5戦「RALLY HOKKAIDO」結果 

三菱勢は、JN4・JN2・JN1.5の3クラス制覇！ 

奴田原文雄選手（JN4クラス、ランサーエボリューションⅩ）、田中伸幸選手（CMSC札幌、JN2クラス、ミラージュ）がグ

ラベルラウンド3連勝！ 

大井こずゑ選手（JN1.5クラス、コルト）はラリー北海道2連覇を飾る。 

  

    
ＪＮ４クラス優勝の奴田原選手ランサーエボリュ－ションＸ 
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ＪＮ２クラス優勝の田中選手ミラージュ 

  

    
ＪＮ１．５クラス優勝の大井選手コルト 

  

2009年7月10日～12日、北海道の帯広市を中心とした十勝管内にて、FIAアジア・パシフィックラリー選手権（APRC）と

の併催として、全日本ラリー第4戦「ラリー北海道」行われ、三菱車勢はJN4・JN2・JN1.5の3クラスで優勝を飾りまし

た。APRCと同じSSを使用し、全日本の他ラリーとは一線を画す長距離･･･総走行距離994.33km、うちSS（競技区間）

計18カ所／230.54kmで争われ、全32台中、参戦した三菱車は23台（シェア71.9％）を数えました。 

JN4クラスでは、現在2連勝中でシリーズ首位につける奴田原文雄選手が、DAY1序盤から大きくリードを広げる展開。

DAY1午前を終えて、2位の大嶋治夫選手との差は30秒を越えていました。午後には大嶋選手が猛プッシュでSS7～9

と連続トップタイムをマークするも、奴田原選手も僅差で続き、その差はほとんど変わらず。3位には安定したペースを

刻む石田正史選手がつけ、DAY1を終えます。 

一方、優勝候補の一角と見られた石田雅之選手は、SS5終了後にミッショントラブルでリタイヤを喫しました。 

迎えたDAY2、奴田原選手・大嶋選手・石田正選手の3人でSSトップタイムを分け合うものの、その差はあまり変わら

ず、結果DAY1と同じ順位で決着。奴田原選手はグラベル戦3連勝を飾りました。奴田原選手は「差はあるといっても、

ワンミスでひっくり返るようなもの。ずっと気が抜けない展開で、最後まで攻めの走りでした。優勝できてほっとしてい

ます」と語りました。 

2位には今シーズン好調の大嶋選手。各所のSSでトップタイムを刻み、奴田原選手にプレッシャーを与え続けました

が、一歩及びませんでした。3位には石田正選手、ランサーエボリューションⅩの熟成が徐々に進んできた様子です。 

またランサーエボリューション勢は、上位6台までを独占しました。 

JN2クラス、DAY1から速さを見せつけ首位に立ったのは、田中伸幸選手（CMSC札幌）のミラージュ。ところがDAY2

に、2位のブーン・小倉選手の猛追を受け、その差を縮められます。 

しかし、初日につけた大差が覆ることはなく、田中選手が逃げ切ってクラス優勝。奴田原選手と同じく、グラベルラリー

3連勝となりました。 

JN1.5クラスは、大井選手と塩谷敏史選手のコルト勢の戦い。しかし、SS3に塩谷選手がサスペンショントラブルで早々

にリタイヤとなってしまいます。 

これで展開が楽になった大井選手は、トラブルやミスが起こらないよう集中した走りを見せます。そして2位に大差をつ

けて見事優勝。女性ドライバーの2年連続ラリー北海道優勝という快挙を成し遂げました。 

次戦は、9月5日～6日、愛媛県で行われるターマックラリーの「久万高原ラリー」です。 

  

各ｸﾗｽの結果は下記の通り。 

  
  

ページのトップへ 
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2009年JAF全日本ラリー選手権第４戦「MSCC TOKYO RALLY 2009」結果 

JN4クラス・ランサーエボリューションⅩ、JN1.5クラス・コルト、今季２度目の1-2フィニッシュで飾る！ 

奴田原文雄選手（JN4クラス、ランサーエボリューションⅩ）、田中伸幸選手（CMSC札幌、JN2クラス、ミラージュ）が連

勝、塩谷敏史選手（JN1.5クラス、コルト）が待望の今季初優勝！三菱車が6クラス中、3クラスを制覇！ 

  

     

6月20（土）～21(日）、福島県東白川郡棚倉町を基点に全日本ラリー第4戦「MSCC TOKYO RALLY 2009」は開催され

た。前回の「ひむかラリー」とは異なり、出走34台、完走30台と安定したラリー展開となったがグラベルラリーのタフさ

は変わらず。その中でJN-4クラスの奴田原文雄選手（三菱ランサーエボリューション Ｘ)がＳＳ１でトップに立ち、その

まま首位を明け渡すことなくフィニッシュし、総合/クラス共に今季２度目の優勝となった。同2位には大嶋選手の追撃

を振り切った、同じくランサーエボリューションＸの石田正史選手が入賞し、ランサーエボリューションⅩによる今季２度

目の1-2フィニッシュを飾り、世代交代を鮮明にした。又、同3位の大嶋治夫選手(ランサーエボリューションⅨ)の入賞

と併せ、三菱車勢が総合/クラス共に表彰台を独占した。 

JN-2クラスはミラージュを駆るCMSC札幌の田中伸幸選手が連勝で今季２勝目、JN-1.5クラスでは、コルト1.5Cを駆る

塩谷敏史選手が今季初優勝、２位には前回優勝の同じくコルト1.5Cの大井こずゑ選手が入賞し、JN-1.5でも1-2フィ

ニッシュとなった。同ラリーでは三菱車は４クラス中、３クラスを制覇した。 

  

「MSCC TOKYO RALLY 2009」正式結果 

6月20(土) ＤＡＹ１  曇り  ドライ     総距離 （ＳＳ距離） 

   21(日) ＤＡＹ２  雨   ウエット   388.68km （52.74km（SS6含む） 

 

 
 

 

  

ページのトップへ 
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2009-06-02 13:13:13 

2009年JAF全日本ラリー選手権第3戦「ひむかラリー'09ｉｎ美郷」 

JN4クラス・ランサーエボリューションⅩ、JN1.5クラス・コルト、今季初勝利を1-2フィニッシュで飾る！ 

奴田原文雄選手（JN4クラス、ランサーエボリューションⅩ）、田中伸幸選手（JN2クラス、ミラージュ）、 

大井こずゑ（JN1.5クラス、コルト）、それぞれ待望の今季初優勝！三菱車が6クラス中、3クラスを制覇！ 

 

      

 

5月30（土）～31(日）、宮崎県東臼杵郡美郷町にて行わた、全日本ラリー第3戦「ひむかラリー'09 in美郷」。 

今季初のグラベルラリーは出走34台、完走16台（完走率47％、除くオープンクラス）という厳しい展開の中、JN4クラス

で奴田原文雄選手のランサーエボリューションⅩが安定した走りで終始リードを保ち、総合/クラス共に今季初優勝。

同2位に石田雅之選手が入り、ランサーエボリューションⅩの1-2フィニッシュとなった。同3位にはCMSC大阪の福永

修選手が入賞し、三菱車勢が総合/クラス共に表彰台を独占した。 

総合6位には、JN2クラスのミラージュを駆るCMSC札幌の田中伸幸選手が入り、同クラス今季初優勝。総合成績の上

位6台は三菱車勢が占めた。JN1.5クラスでは、コルト1.5Cを駆る大井こずゑ選手がDAY1後半でクラストップに立ちそ

のままDAY2を逃げ切り、うれしい今季初優勝。2位に同じくコルトの塩谷敏史選手が入り、同クラスもコルト1.5Cによる

1-2フィニッシュとなった。 

 

「ひむかラリー'09ｉｎ美郷」正式結果 

５月30日(土）～３１(日）ＤＡＹ１－２ 

 
 

ページのトップへ 
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10/13 ページ全日本ラリー選手権 | 三菱自動車モータースポーツ

2011/05/25http://www.mitsubishi-motors.co.jp/motorsports/rally01.html



2009-05-13 16:42:05 

2009年ＪＡＦ全日本ラリー第２戦「KYOTO南丹ラリー2009」 

JN-4クラス、石田／澤田組ランサーエボリューションXがクラス２位（総合２位）、杉村／立久井組（共にCMSC浜松）が

クラス４位（総合４位）、入賞！ 

JN-2クラスでは荒井/鈴木組ミラージューがクラス２位、JN-1.5クラスでは菅野(CMSC浜松)／御領組コルトがクラス３

位を獲得！ 

 

 

ページのトップへ 

2009-04-15 16:21:27 

2009年ＪＡＦ全日本ラリー第１戦「2009ツールド九州in唐津」 

JN-4クラス、横尾／安東組ランサーエボリューションがクラス２位（総合２位）、石田／澤田組が３位（総合３位）、JN-2

クラスでは田中/遠山組ミラージュがクラス２位、JN-1.5クラスでは里／大谷組コルトがクラス３位を獲得！ 

先週末開幕した、2009年JAF全日本ラリー選手権第一戦、 

「2009 ツールド九州in 唐津」での結果は以下の通り。 

4月11日(土)～12日(日) DAY1～2 

 

【JN-4クラス】 
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【JN-2クラス】 

  

 

【JN-1.5クラス】 
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競技カレンダー 

  
※予定は変更になる可能性があります。 
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