
 

 

1   
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スーパー耐久シリーズ2009第1戦 スーパー耐久シリーズとは 

2009-12-04 10:03:24 

スーパー耐久シリーズ2009第8戦 最終戦 

三菱ランサーエボリューションＸ・峰尾恭輔組、2009スーパー耐久（ST2クラス）を制覇！ 

   

スーパー耐久シリーズ2009 第8戦 もてぎスーパー耐久オーバルバトル 

開催日：11月28(土)予選／決勝 

開催場所：ツインリンクもてぎ(栃木県芳賀郡茂木町) 

天候：晴れ（予選／決勝） 

路面：DRY（予選／決勝） 

参加台数：18台(三菱車6台) 

ST-1クラス(3501cc～):4台 

ST-2クラス(2001～3500cc、4WD):6台(三菱ランサー6台) 

ST-3クラス(2001～3500cc、2WD):3台 

ST-4クラス(～2000cc):5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。 

 

スーパー耐久シリーズ第8戦、「もてぎスーパー耐久オーバルバトル」は「ツインリンクもてぎ」にて冬晴れのもと、全参

加台数22台、ST2クラスは6台が参加し、開催された。 

スーパー耐久シリーズの最終戦、「もてぎスーパー耐久オーバルバトル」は、オーバルコースを用い且つ１、２ターン

の間でシケインが設定されていること、ポイントが２０％増しになっている事、レースは２回、各５０周で行われ、各レー

スでは割り増し後のポイントがそれぞれ半分づつ割り当てられることなど、最終戦を盛り上げる工夫が施されている。

レースの見所はシリーズ唯一のオーバルコースとそのコース内に設定されたシケインをどう攻略するかがカギとなる。 

シリーズ優勝争いは前戦終了時点でシリーズトップ、ランサーエボリューションＸを駆る、「ENDLESS ADVAN ＣＳ-Ｘ」

の峰尾恭輔/村田信博(CMSC山形)/高木真一組と「RSオガワ ユーワークスADVANランサー」の阪口良平/谷口行

規/小川日出生（すべてCMSC山形）の２チームに絞られており、実力が拮抗する中、第１レースで決着するか、第2レ

ースまでもつれ込む込むか、目が離せない展開が予想された。 

予選はＡドライバーはゼッケン３番の峰尾組が、Bドライバーではゼッケン２０番の阪口組がトップタイムをマークするも

のの、合計タイムでは峰尾組が上回り、まずは予選では峰尾/村田/高木組、ランサーエボリューションＸに軍配があ

< ST-2クラスでレースを完全制覇した、ゼッケン3番三菱ランサーエボリューションXと
峰尾恭輔（写真中）/村田信博(CMSC栃木)(同右)/ 高木真一（同左）組>  
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がった。 

決勝は予選終了から約１時間半のインターバルをおいて、11時30分スタート。予選ストップの峰尾組は序盤から最新

型である、ランサーエボリューションXの高出力特性を活かし、トップスピードに勝る峰尾組が逃げ切りをはかるが、ラ

ンサーエボリューションⅨを駆る阪口組はシケインでのブレーキングで差を詰めるなど、双方ベース車両の素性を十

分に活かした厳しいバトルとなった。しかし、中盤以降、阪口組にピットロスが発生、安全マージンを築いた峰尾組が

第１レースを制した。この結果、予選ポイントあわせ、その差は１４点となり、ランサーエボリューション Ｘを駆る、峰尾/

村田/高木組のシリーズチャンピオンが確定した。 

第2レースでも同様のレース展開となり、逃げ切った峰尾組が「もてぎスーパー耐久オーバルバトル」を完勝、2009年

のシーズンを締めくくった。 

 

2010年のシーズンは1,500cc以下の排気量車両のクラス５が設定される予定で三菱ではコルト1.5C(Ｚ23A)等が該当

する。 

暫定であるが、来シーズンの開催予定は以下の通り。市販車に近いレース車両による白熱したバトルが期待される。 

 

ST-2クラス結果 

＜第１レース＞ 

順位 ドライバー                             車 両             （タイム）/周回数 

 1  峰尾 恭輔/村田 信博（CMSC栃木*）/高木 真一組        三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝX   (44'28.830)/49 

 2  阪口 良平/谷口 行規/小川 日出 生組（全てＣＭＳＣ山形）  三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ    (44'37.557)/49 

 3  伊藤 俊哉(CMSC山形)/花岡 翔太(CMSC山形)/関根 元司組 三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ    (44'01.580)/48 

 4  服部 尚貴/松本 達哉組                       三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ     (44'25.364)/48 

 5  冨桝 朋広/関 豊組                           三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ    (44'34.435)/48 

 

＜第２レース＞ 

順位 ドライバー                             車 両             （タイム）/周回数 

 1  峰尾 恭輔/村田 信博（CMSC栃木*）/高木 真一組       三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝX    (45'06.658)/50 

 2  阪口 良平/谷口 行規/小川 日出生組（全てＣＭＳＣ山形）  三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ     (44'19.506)/49 

 3  服部 尚貴/松本 達哉組                        三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ     (44'55.561)/49 

 3  伊藤 俊哉(CMSC山形)/花岡 翔太(CMSC山形)/関根 元司組 三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ     (44'55.880)/49 

 5  冨桝 朋広/関 豊組                          三菱ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ     (45'08.965)/48 

 

 
  

  

2010年カレンダー（ＳＴＯ発表、暫定版） ()内は予備日 

第1戦 3/21（22） ツインリンクもてぎ(栃木県) 

第2戦 5/2（3,4,5） スポーツランドSUGO(宮城県) 

第3戦 5/30 鈴鹿サーキット(三重県) 

第4戦 6/27 富士スピードウェイ(静岡県) 

     8/8（8/7） Special Stage大会（セパン12時間レースへ編入) 

第5戦 9/5 岡山国際サーキット(岡山県) 

第6戦 10/10(11) 仙台ハイランドレースウェイ(宮城県) 

第7戦 11/28 ツインリンクもてぎＳＳＷ*(栃木県) 

    *：スーパースピードウェイ（オ－バルコース）大会 

 

＊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30支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現在約800名の会員が活躍している。  

  

ページのトップへ 

2009-10-14 11:07:15 

スーパー耐久シリーズ2009第7戦 最終結果 

ＳＴ２クラス、三菱ランサーエボリューションＸ、峰尾恭輔組が優勝、今季２勝目。シリーズトップに返り咲く！ 
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スーパー耐久シリーズ2009 第7戦 ハイランドスーパー耐久レース 

開催日：10月11(日)予選／)決勝 

開催場所：仙台ハイランドレースウェイ(宮城県仙台市、1周：4.063Km) 

天候：曇り（予選）／晴れ（決勝） 

路面：Wet（予選）／DRY（決勝） 

参加台数：25台(三菱車6台) 

ST-1クラス(3501cc～):4台 

ST-2クラス(2001～3500cc、4WD):6台(三菱ランサー6台) 

ST-3クラス(2001～3500cc、2WD)7台 

ST-4クラス(～2000cc):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。 

 

スーパー耐久シリーズ第7戦、「ハイランドスーパー耐久レース」は秋晴れのもと、全参加台数25台で争われ、ＳＴ２ク

ラスは午前行われた予選で2位からスタートしたCar No.3 エンドレススポーツからエントリーした峰尾 恭輔／村田 信

博／高木 真一組（ランサーエボリューションX）が優勝した。峰尾組は一度はCar No.56 服部／松本組にトップを明け

渡すものの、終盤、服部／松本組がピットインする間に見事にトップに返り咲き、そのまま逃げ切り、400Kmのレース

を制し今季2勝目を挙げた。２位には惜しくも今季初優勝を逃した服部／松本組が入賞。予選トップとなり、前回2位に

引き続き好調さをアピールした、Car No. 6 冨枡朋広／関 豊組はマシントラブルにより6位という結果となった。 

今回の優勝で峰尾／村田／高木は前戦でCar No.,20.ＲSオガワ 阪口良平組（CMSC山形）に奪われたシリーズトップ

の座の奪還に成功した。 

次の第8戦はいよいよ最終戦、ツインリンクもてぎにて 11月28日(土)予選／決勝が行われる。 

 

ST-2クラス結果 

順位 ドライバー                         車 両                 （タイム）/周回数 

 1  峰尾 恭輔/村田 信博（CMSC栃木*）/高木 真一  三菱ランサーエボリューションＸ (3:16'53.994)/99        

 2  服部 尚貴/松本 達哉                  三菱ランサーエボリューション  (3:16'58.008)/99 

 3  小林 旦雄/花岡 翔太                  三菱ランサーエボリューション  (3:16'37.744)/98 

 4  谷口 行規/山田 英二                  三菱ランサーエボリューション   (3:16'40.218)/98 

 5  朝倉 貴志/大橋 正澄/古山 節夫           三菱ランサーエボリューション  (3:18'35.523)/91 

 6  冨桝 朋宏/関 豊                     三菱ランサーエボリューション  (3:16'21.119)/80 

  

シリーズポイント

  

   

2009年カレンダー 

第1戦 3/28-29 ツインリンクもてぎ(栃木県) 

第2戦 5/9-10 スポーツランドSUGO(宮城県) 

第3戦 6/6-7 鈴鹿サーキット(三重県) 

第4戦 7/18-20 十勝スピードウェイ(北海道) 

第5戦 8/1-2 富士スピードウェイ(静岡県) 

第6戦 9/5-6 岡山国際サーキット(岡山県) 

第7戦 10/10-11 仙台ハイランドレースウェイ(宮城県) 

第8戦11/28 ツインリンクもてぎ(栃木県) 

  

＊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30支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現在約800名の会員が活躍している。 

  

ページのトップへ 

ST-2クラス優勝 峰尾/村田組 ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝⅨ 
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2009-09-11 16:12:51 

スーパー耐久シリーズ2009第6戦 最終結果 

ＳＴ２クラス、三菱ランサーエボリューション、阪口良平組（CMS山形）が今季２連勝、シリーズトップに！ 

 

 

  

  

開催日：9月6(日)予選／)決勝 

開催場所：岡山国際サーキット(岡山県美作市) 

天候：快晴（予選／決勝） 

路面：DRY（予選／決勝） 

参加台数：34台(三菱車8台) 

ST-1クラス(3501cc～):7台 

ST-2クラス(2001～3500cc、4WD):8台(三菱ランサー8台) 

ST-3クラス(2001～3500cc、2WD)10台 

ST-4クラス(～2000cc):9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。 

  

スーパー耐久シリーズ第６戦、「岡山スーパー耐久レース」は快晴のもと、全参加台数３４台で争われ、ＳＴ２クラスは

午前行われた予選で２位から順調に周回を重ねた、Ｃａｒ No.20 RSオガワからエントリーした阪口良平、谷口行規、小

川日出生組（全てCMSC山形所属）が見事優勝（総合５位）し、前回からの連勝となり、シリーズポイントもトップに躍り

出ました。次の第７戦は阪口／谷口／小川組のホームグラウンドでもある、仙台ハイランドで同チームには３連勝の

期待がかかります。 第７戦、ハイランドスーパー耐久レースは10月11日(土)予選、12日決勝の予定で開催されます。 

  

ST-2クラス結果 

順位 ドライバー                           車 両                （タイム）  周回数 

 1  阪口 良平/谷口 行規/小川 日出生(全てCMSC山形) 三菱ランサーエボリューション (3:04'34.110)/104        

 2  冨桝 朋宏/関 豊                        三菱ランサーエボリューション (3:05'17.629)/104  

 3  朝倉 貴志/大橋 正澄（全てCMSC栃木）         三菱ランサーエボリューション (3:04'32.364)/103 

 4  伊藤 俊哉（CMSC山形）/花岡 翔太（CMSC山形）/丹治 昭義 三菱ランサーエボリューション(3:04'48.790)/93  

 5  平橋 利明/岩月 辰文/木村 聡               三菱ランサーエボリューション (3:04'52.514)/92 

  

シリーズポイント 

 
  

2009年カレンダー 

第1戦 3/28-29 ツインリンクもてぎ(栃木県)  

ST-2クラス優勝 阪口/谷口/小川組  
ランサーエボリューションⅨ 
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第2戦 5/9-10 スポーツランドSUGO(宮城県) 

第3戦 6/6-7 鈴鹿サーキット(三重県)  

第4戦 7/18-20 十勝スピードウェイ(北海道) 

第5戦 8/1-2 富士スピードウェイ(静岡県)  

第6戦 9/5-6 岡山国際サーキット(岡山県) 

第7戦 10/10-11 仙台ハイランドレースウェイ(宮城県)   

第8戦11/28 ツインリンクもてぎ(栃木県)  

  

＊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30支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現在約800名の会員が活躍している。  

ページのトップへ 

2009-08-06 11:36:10 

スーパー耐久シリーズ2009第5戦 最終結果 

ＳＴ２クラス、三菱ランサーエボリューション、坂口良平組が今季２勝目、総合２位入賞。 

峰雄恭輔組（ランサーエボリューションＸ）は２位入賞でシリーズ首位はキープ！三菱ランサー昨年から11戦連続で表

彰台独占！ 

  

開催日：8月1(土)予選／2日(日)決勝 

開催場所：富士スピーウェイ(静岡県御殿場市) 

天候：曇り（予選）、雨（決勝） 

路面：DRY（予選）、ウエット(決勝） 

参加台数：37台(三菱車9台) 

ST-1クラス(3501cc～):8台 

ST-2クラス(2001～3500cc、4WD):10台(三菱ランサー9台) 

ST-3クラス(2001～3500cc、2WD)9台 

ST-4クラス(～2000cc):10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。 

  

ドライバー  車 両  （タイム）  周回数 

１．阪口 良平/谷口 行規/小川 日出生（全てCMSC山形）組 三菱ランサーエボリューション(4:01'29.444)/114 

２．峰尾 恭輔/村田 信博（CMSC栃木） /山田 英二組 三菱ランサーエボリューションＸ(4:03'25.091)/114  

３．冨桝 朋宏/関 豊組 三菱ランサーエボリューション(4:02'23.159)/113  

４．伊藤 俊哉/花岡 翔太組 三菱ランサーエボリューション(4:02'04.898)/112  

５．朝倉 貴志/大橋 正澄/添田 正（全てCMSC栃木）組 三菱ランサーエボリューション(4:02'43.706)/112 

６．大澤 学/吉田 寿博組 スバルインプレッサ(4:01'46.180)/111 

７．服部 尚貴/松本 達哉組 三菱ランサーエボリューション(4:01'25.368)/91 

  

  

  

2009年カレンダー 

第1戦 3/28-29 ツインリンクもてぎ(栃木県)  

第2戦 5/9-10 スポーツランドSUGO(宮城県) 

第3戦 6/6-7 鈴鹿サーキット(三重県)  

第4戦 7/18-20 十勝スピードウェイ(北海道)   

第5戦 8/1-2 富士スピードウェイ(静岡県)   

第6戦 9/5-6 岡山国際サーキット(岡山県) 

第7戦 10/10-11 仙台ハイランドレースウェイ(宮城県)  

第8戦11/28 ツインリンクもてぎ(栃木県) 
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＊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30支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現在約800名の会員が活躍している。  

  

ページのトップへ 

2009-06-10 11:57:42 

スーパー耐久シリーズ2009第3戦 最終結果 

三菱ランサーエボリューションXが第三戦も制し、２連勝！ 峰尾恭輔組が今季初優勝でシリーズトップに！ 

２位に坂口良平組(CMSC*山形)、３位に朝倉貴史組が入賞し、三菱ランサー昨年から10戦連続で表彰台独占！ 

  

  

  

開催日：6月6(土)予選／7日(日)決勝 

開催場所：鈴鹿サーキット(三重県鈴鹿市) 

天候：晴れ（予選、決勝共） 

路面：DRY（予選、決勝共） 

参加台数：31台(三菱車9台) 

ST-1クラス(3501cc～):6台 

ST-2クラス(2001～3500cc、4WD):9台(三菱ランサー9台) 

ST-3クラス(2001～3500cc、2WD):7台 

ST-4クラス(～2000cc):9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。 

   

ST-2クラス 

順位 ドライバー 車両 タイム 

1 峰尾 恭輔/山田 英二/村田 信博（CMSC*栃木) 組  三菱ランサーエボリューションX  3:28'17.619(85 ) 

2 阪口 良平/谷口 行規/小川 日出生 組（全てCMSC山形）三菱ランサーエボリューション3:27'31.750(84 ) 

3 朝倉 貴史/大橋 正澄 組（全てCMSC栃木） 三菱ランサーエボリューション3:27'43.419(84 ) 

4 筒井 克彦/大瀧 賢治/谷 芳樹 組三菱ランサーエボリューション3:27'47.429(84 ) 

5 服部 尚貴/松本 達哉 組三菱ランサーエボリューション3:28'29.897(84 ) 

6 冨桝 朋広/関   豊 組三菱ランサーエボリューション3:27'36.505(82 ) 

7 佐々木 孝太/菊地  靖/西村 元気 組三菱ランサーエボリューションX3:26'49.268(79 ) 

  

  
  

2009年カレンダー 

第1戦 3/28-29 ツインリンクもてぎ(栃木県)  

第2戦 5/9-10 スポーツランドSUGO(宮城県) 

第3戦 6/6-7 鈴鹿サーキット(三重県)  

ST-2クラス優勝 峰尾恭輔組、ﾗﾝｻｰｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝX 
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第4戦 7/18-20 十勝スピードウェイ(北海道)   

第5戦 8/1-2 富士スピードウェイ(静岡県)   

第6戦 9/5-6 岡山国際サーキット(岡山県) 

第7戦 10/10-11 仙台ハイランドレースウェイ(宮城県)   

第8戦11/28 ツインリンクもてぎ(栃木県)   

  

＊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30支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現在約800名の会員が活躍している。 

  

ページのトップへ 

2009-05-13 15:45:53 

スーパー耐久シリーズ2009第2戦 最終結果 

三菱ランサーエボリューションXが優勝！ 佐々木孝太組が第二戦を制す！ 

３位に峰尾恭輔組のエボリューションXが入賞、シリーズ上位２台がエボXとなり世代交代進む！ 

2位に服部尚貴組が入り、三菱ランサー昨年から9戦連続で表彰台独占！ 

 

 
 

開催日：5月10日(日)予戦/決勝 

開催場所：SUGOインターナショナルレーシングコース(宮城県柴田郡村田町) 

天候：曇り 

路面：DRY 

参加台数：26台(三菱車7台) 

ST-1クラス(3501cc～):5台 

ST-2クラス(2001～3500cc、4WD):9台(三菱ランサー8台) 

ST-3クラス(2001～3500cc、2WD):7台 

ST-4クラス(～2000cc):5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。 

 

ST-2クラス 

順位 ドライバー                       車両                 タイム 

1 佐々木孝太/菊地 靖/西村元気組 三菱ランサーエボリューションＸ 3時間00分07秒595(106周) 

2 服部尚貴/松本達哉組 三菱ランサーエボリューション          3時間00分25秒472(105周) 

3 峰尾恭輔/村田信博(CMSC栃木)/山田英二組 三菱ランサーエボリューションX 2時間59分59秒012(104周) 

4 伊藤俊哉/花岡翔太組(CMSC山形)  三菱ランサーエボリューション3時間00分12秒527(104周) 

5 大澤学/吉田寿博 スバル・インプレッサ 3時間00分18秒860(104周) 

6 朝倉貴史/大橋正澄/添田正組(CMSC栃木) 三菱ランサーエボリューション 3時間00分13秒365(98周) 

7 筒井克彦/小泉和寛/大瀧賢治組 三菱ランサーエボリューション 3時間00分20秒196（98周） 

 

 
 

2009年カレンダー 
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第1戦 3/28-29 ツインリンクもてぎ(栃木県) 

第2戦 5/9-10 スポーツランドSUGO(宮城県) 

第3戦 6/6-7 鈴鹿サーキット(三重県) 

第4戦 7/18-20 十勝スピードウェイ(北海道) 

第5戦 8/1-2 富士スピードウェイ(静岡県) 

第6戦 9/5-6 岡山国際サーキット(岡山県) 

第7戦 10/10-11 仙台ハイランドレースウェイ(宮城県) 

第8戦11/28 ツインリンクもてぎ(栃木県) 

 

＊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30支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現在約800名の会員が活躍している。 

 

ページのトップへ 

2009-03-30 23:56:32 

スーパー耐久シリーズ2009第1戦 最終結果 

三菱ランサー阪口良平選手組が開幕戦を制す 

2位筒井克彦組、3位峰尾恭輔組、三菱ランサー昨年から8戦連続で表彰台独占！ 

 

 
 

開催日：3月29日(日)予戦/決勝 

開催場所：ツインリンクもてぎ(栃木県芳賀郡茂木町) 

天候：晴れ 

路面：DRY 

参加台数：27台(三菱車8台) 

ST-1クラス(3501cc～):4台 

ST-2クラス(2001～3500cc、4WD):9台(三菱ランサー8台) 

ST-3クラス(2001～3500cc、2WD):7台 

ST-4クラス(～2000cc):7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。 

 

ST-2 

順位 ドライバー                       車両                 タイム 

1 阪口良平/谷口行規/小川日出生組(CMSC山形) 三菱ランサーエボリューション 2時間54分52秒669(82周) 

2 筒井克彦/小泉和寛/大瀧賢治組 三菱ランサーエボリューション 2時間55分01秒472(82周) 

3 峰尾恭輔/村田信博(CMSC栃木)組 三菱ランサーエボリューションX 2時間55分03秒141(82周)  

4 朝倉貴史/大橋正澄/添田正組(CMSC栃木) 三菱ランサーエボリューション 2時間55分30秒054(82周) 

5 大澤学/吉田寿博 スバル・インプレッサ 2時間54分52秒261(77周) 

6 佐々木孝太/菊地靖 三菱ランサーエボリューションX 2時間54分53秒210(61周) 

 

  

 

2009年カレンダー 

第1戦 3/28-29 ツインリンクもてぎ(栃木県)  
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1   

第2戦 5/9-10 スポーツランドSUGO(宮城県) 

第3戦 6/6-7 鈴鹿サーキット(三重県)  

第4戦 7/18-20 十勝スピードウェイ(北海道)   

第5戦 8/1-2 富士スピードウェイ(静岡県)   

第6戦 9/5-6 岡山国際サーキット(岡山県) 

第7戦 10/10-11 仙台ハイランドレースウェイ(宮城県)   

第8戦11/28 ツインリンクもてぎ(栃木県)   

 

＊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30支部(各々独立JAF登録クラブ)から構成され、現在約800名の会員が活躍している。 

ページのトップへ 

2008-12-22 22:06:03 

スーパー耐久シリーズとは 

たくさんのクルマがいっせいにスタートし、同じコースを競争しながらいち早くゴールを目指す競技です。 

市販のクルマをベースに長い距離を走る競技が「スーパー耐久」です。 

 

2008年のレース結果はこちら  

ページのトップへ 

ページのトップへ

(c) Mitsubishi Motors Corporation. All rights reserved.
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