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2020年JAF全日本ラリー／ダートトライアル選手権“開幕戦”ダイジェスト
Bライセンス取得ガイド&全国Bライモータースポーツ競技場ガイド
2020年JAF全日本ラリー／ジムカーナ／ダートトライアル選手権シリーズプレビュー
気軽にモータースポーツ体験！オートテストのススメ

2020年全日本選手権、夏からリ・スタート！







の差を4.6秒差まで追い詰めた新井敏弘
組のスピードに注目が集まったが、この日、
最初のSSとなった雁峰西では奴田原組が
3.8秒差で突き離すベストタイム。続く鬼
久保SSでも再びベストを奪って新井敏弘
組を10秒以上も引き離した。奴田原組は
LEG2後半も、新井親子達を寄せ付けず連
続ベストをマーク。前日からのリードを守っ
て優勝を果たした。
　JN2クラスはディフェンディングチャンピ
オンである眞貝知志／安藤裕一組ヴィッツ
GRMNが快勝。ともにスバルBRZを駆る元
全日本チャンピオン同士のバトルとなった
JN3クラスは竹内源樹／木村悟士組が、一

旦は鈴木尚／山岸典将組にかわされるも、
最後に抜き返してシーズン初戦を制した。 
　スズキのZC33S型スイフトスポーツが
主力マシンとなっているJN4クラスは、昨年
からめきめき力をつけてきた若手実力派の
内藤学武／小藤桂一組が通算3勝目とな
る勝利を飾った。JN5クラスは天野智之／
井上裕紀子組ヴィッツが、昨年のJN6クラ
ス王者、大倉聡／豊田耕司組を振り切って
優勝。JN6クラスは今年からヴィッツを駆る
明治慎太郎／里中謙太組が優勝した。

1 .  JN1クラスの上位3クルー。左から2位新井敏弘／田中直哉組、優勝奴田原文雄／
佐藤忠宜組、3位新井大輝／小坂典嵩組。2.追撃及ばずJN1クラス2位にとどまった
新井敏弘／田中直哉組。3.JN2で2位に食い込んだ石井宏尚／寺田昌弘組レクサス
RC F。4.一時トップに立つも2位に甘んじたJN3鈴木尚／山岸典将組。5.今年は新天
地JN5クラスでで王座を狙う大倉聡／豊田耕司組。初戦は2位。6.JN4で好バトルを
見せた古川寛／大久保叡組だが一歩及ばず、2位。7.アクアを駆る海老原孝敬／蔭
山恵がJN6で2位に入賞。8.JN5は最後に底力を見せた絶対王者、天野智之／井上裕
紀子組が優勝。9.JN6は明治慎太郎／里中謙太組が優勝。2度目の全日本王座を目指
す。10.JN4は内藤学武／小藤桂一組が優勝してスイフトバトルを制した。11 .JN2はター
マックを得意とする眞貝知志／安藤裕一組が優勝を飾り幸先の良いスタートを切った。
12 .JN3は2度目の王座を狙う竹内源樹組のBRZがホットバトルを制した。

2020年の全日本ラリー選手権は、
1月、群馬で開催されるスノーラリ
ーで開幕する予定だったが、昨秋、

当初予定していたラリールートが台風によ
り被害を受けたため、開催を見送ることが
昨年の内に決定していた。そのため、本来
は第2戦に組み込まれた3月開催の新城
ラリーが、事実上の開幕戦となった。
　しかし、シリーズ中、屈指の観客動員数を
誇る新城ラリーも、今回は新型コロナウイ
ルス感染拡大の影響により、無観客ラリー
としての開催を余儀なくされた。来季は再
び、本来の賑わいを取り戻しての開催を期
待したいところだ。
　ラリーの競技内容自体はこれまでと変わ
らず、「雁峰（がんぽう）」、「鬼久保」といっ
た名物SS（スペシャルステージ）が今年も
大きな 勝 負 所となった。2日間で 計
87.24kmの10本のSSでクルー達は覇を
競った。
　最速のJN1クラスは、優勝候補筆頭の

ま、折り返す。
新井大輝組は
父親である新
井敏弘／田中
直哉組スバル
WRXに続く3
位で1日目を終
えた。
　最終日、日曜
のLEG2は 前
日、奴田原組と

勝田範彦／石田裕
一組のスバルWRX
がSS1で駆動系ト
ラブルでリタイヤす

るという波乱のスタートとなる。土曜の
LEG1で先行したのは、昨年のこのラリーで
勝田組と激闘を演じた奴田原文雄／佐藤
忠宜組の三菱ランサーエボリューションX。
雨でスリッパリーとなった路面をものとも
せず、LEG1前半からSSベストを連取して
首位を快走する。午後のLEG1後半に入る
と、濃霧の中、果敢な走りを見せた新井大
輝／小坂典嵩組スバルWRXが断トツの
ベストを叩き出すが、奴田原組は首位のま

今年の全日本ラリーは新城で開幕。最高峰JN1は、
奴田原文雄ランサーエボXが、昨年のリベンジ達成！

2020JAF全日本ラリー選手権第2戦 
新城ラリー 2020 Supported by AICELLOレポート
開催日：3月13 〜15日　開催地：愛知
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受けて、残念ながら中止となってしまった。
　6月に新たに再編されたカレンダーでは、
7月末、京都丹後半島で開催されるラリー
丹後を皮切りに、新城ラリーに残り6戦を
加えた新たなスケジュールが公示された。
この中でグラベルラリーとなるのは9月に
開催されるRALLY HOKKAIDO（ラリー北
海道）のみであり、残る5戦はすべて舗装ラ
リーが予定されている。このため、今年の全
日本ラリーは全7戦中6戦が舗装という、

近年になくタ
ーマックラリー
の比重が非常
に高いシリー
ズとなった。当
然ながら舗装
を得意とする
ターマックスペ
シャリスト達に
とっては、好機

今年の全日本ラリー選手権は本来
であれば、舗装6戦、非舗装4戦

（スノー1戦＋グラベル3戦）の
全10戦のカレンダーが組まれていた。しか
しスノーイベントは、昨年の内にキャンセル
が決定（キャンセル理由については4ペー
ジ参照のこと）。グラベルイベントも、7月
に予定されていたラリーカムイ（北海道）と
8月開催予定だった横手ラリー（秋田）が、と
もに新型コロナウイルス感染拡大の影響を

到来のシーズン
となる。
　またカレンダ
ーの再編によっ
て、開催時期が大
きく移動したラリ
ーがラスト2戦
に組み込まれた
ことも注目される。久万高原ラリーはこれ
まで5月のゴールデンウィーク前後で開催
されてきた。また最終戦となるツール・ド
九州は、長年、4月に組まれてきたラリーだ。
両イベントとも、これまで11月に開催され
たことはないため、使用する林道ステージ
が一緒であっても、紅葉後の路面がどうい
う状況になるかまでは見通せない。シリー
ズの天王山となる可能性も高いだけに、レ
ッキから入念な準備が求められるラリーと
なりそうだ。
　そして9月に延期されたMONTRE（モン

トレー）2020も、注目の一戦だ。全日本の
シリーズの中でも伝統の一戦として知られ
るモントレーは、これまで群馬県北部での
開催を常としていたが、今年は高崎市をホ
ストタウンとして、埼玉県と接する県南部の
ステージで競われることが7月上旬に発表
されたラリーガイドで明らかになった。参加
するほとんどのクルーにとっては恐らく初
挑戦となるSSが待ち受けるこのラリーの
戦いも、チャンピオン争いの行方に大きく
影響することは、まず間違いないと見てい
いだろう。

昨年、新井大輝がVAB型スバルWRXでの初勝利をあげたラリー北海道は今年、唯一のグラベル
ラリーとなる（左）。その2週間後に開催されるモントレーは、昨年のグラベルから今年は舗装に変
わり、開催エリアも県南部に移された。SSをたっぷり走り込むタフな一戦になりそうだ。

2020

JRC
PREVIEW

全7戦中6戦が舗装での開催。ターマック
スペシャリスト達が躍動する一年になるか!?

2020JAF全日本ラリー選手権プレビュー

2020年JAF全日本ラリー選手権カレンダー（予定） 
　 開催日時 大会名 開催場所 路面
① 3月13日～ 15日 新城ラリー 2020 Supported by AICELLO 愛知 舗装 
② 7月31日～ 8月2日 NISSINラリー丹後2020 京都 舗装 
③ 9月11日～ 13日 RALLY HOKKAIDO 北海道 非舗装 
④ 9月25日～ 27日 第6戦 MONTRE2020 群馬 舗装 
⑤ 10月16日～ 18日 第48回M.C.S.Cラリー ハイランドマスターズ2020 岐阜 舗装 
⑥ 11月6日～ 8日 Sammy久万高原ラリー 愛媛 舗装 
⑦ 11月27日～ 29日 Sammyツール・ド・九州2020 in 唐津 佐賀 舗装 

チャンプ眞貝ヴィッツGRMNvs 
コバライネンの戦いに要注目

  舗装で圧倒的な速さを見せてきた昨年の王者、眞貝知志（7.）に
とっては、今年は願ってもない年。進化が進むであろうヴィッツ
GRMNのスピードにも注目だ。昨年、遂に全日本を制したヘイキ・コ
バライネン（6.）との対決も話題を呼ぶことは必至。スーパー GTと
3戦がバッティングし、残念ながらラリー丹後も欠場となるが、元F1
ドライバーの意地を見せてくれるだろう。

JN2舗装と言えば勝田。得意のラリーが 
終盤に続く奴田原ランサーも来るか

　全日本ラリー最高峰のJN1クラス。今年はターマック・キングの異
名を取る勝田範彦（2.3.）にとっては3年ぶりのタイトル奪回を果た
したいところだ。新城ラリーを制したランサー勢の雄、奴田原文雄
は、昨年、ツール・ド九州を制した。久万高原も、昨年、新井大輝
に敗れはしたが、2位に食い込んでおり、相性はいい。得意のラリー
が終盤続くだけに、狙っていくだろう。鎌田卓麻（5.）は5戦目とな
るMCSCを得意とする一人。過去、久万高原でも速さを見せており、
この2戦が勝負どころだ。全日本V3を狙う新井敏弘（1 .）はRALLY 

HOKKAIDO、連勝中の地元モントレー
をしっかり獲ってシリーズの主導権を握
りたい。群馬スペシャリスト、柳澤宏至

（4.）も、この2戦がポイントになりそう
だ。新井大輝はVAB型WRXではまだ
舗装で勝ち星をあげていない。シリーズ
前半はセッティングに苦労するかもしれ
ないが、グラベルで見せた衝撃的な速
さを舗装でも見せてくれるはずだ。

JN1 ダークホース、内藤学武が軸になる？

　古川寛、高橋悟志といった全日本チャ
ンピオン経験者を軸とした戦いになるかと
思われたこのクラスだが、伏兵とも言え
る内藤学武（10.）が新城ラリーを制した
ことで分からなくなってきた。内藤にとっ
ては地元のモントレーでの戦いがポイント
となるだろう。高いポイント係数がつくラ
リー北海道も天王山の一戦になりそうだ。

JN4

明治慎太郎が、このまま行くのか？

　チャンピオンの大倉が抜けたため、本命不在になると思われてい
たこのクラスだが、2016年に全日本王者となった明治慎太郎（12.）
が新城にエントリーして圧勝、
その衰えぬスピードを見せつけ
た。FRの86でチャンピオンに
なった明治だが、FFの経験が
長く、ヴィッツもすぐに手なづ
けるだろう。彼を脅かすドライ
バーの参戦を待ちたい。

JN6

ヴィッツ対決が白熱の一年に

　このクラスで常勝を誇ってきた天野智之ヴィッツ（11 .）に昨年、
ヴィッツでJN6クラスを制した大倉聡が殴り込みをかけてきた。大
倉はクラスを変えても昨年同様
CVT仕様のヴィッツをドライブ
する。CVT車のモータースポー
ツでの可能性を見せつけてきた
大倉のスピードが、ヴィッツマ
イスター天野にどこまで食らい
つけるかが注目される。

JN5

連覇を狙う山本悠太の前に 
立ちはだかるのは誰か？

　86/BRZが多数派を占めるこのクラスは、昨年の王者、山本悠太
（9.）が新城を欠場した。ラリー丹後から復活予定の山本はダートラ
出身ながら、硬軟選ばぬ速さを兼ね備えるだけに、チャンプ候補筆
頭は揺るがない。2014年にBRZで全日本ラリーを制し、今年の新城
で勝った竹内源樹（8.）はBRZを知り尽くす一人。マシンも熟成が
進んでおり、侮れない存在になりそうだ。

JN3
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今年の全日本ラリーは新城で開幕。最高峰JN1は、
奴田原文雄ランサーエボXが、昨年のリベンジ達成！
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はDC2インテグラ
を駆った中部期待
の若手、三枝聖弥が
獲り、DC5のインテ
グラの谷尚樹が続
いてインテグラ勢が
速さを見せる。しか
しヒート2では“エ
スダブ”ことSW20 
MR2の葛西キャサ
リン伸彦が、それま
での暫定ベストを
1.7秒も縮める1分
36秒176というス
ーパーベストをマー
クする。
　この驚愕のタイ
ムには残る5人のシードドライバーもさす
がに手が出ず、37秒を切ることさえ叶わな
い。超硬質グラベル用タイヤである
ADVANのA036を敢えてチョイスすると

いう賭けに出た葛西が、昨年の今庄戦以来
となる勝ち星を挙げた。
　一方、続くSA・SAX2クラスは、ともに
ランサー・エボリューションXを駆る北村
和浩と荒井信介のトップ2がタイトルレー
スをいつも引っ張っている。ヒート1はマイ
ケル・ティーがこの2台を抑えてベストを
奪うが、路面が好転したヒート2は仕切り
直し。まず荒井がマイケルが自ら塗り替え
た暫定ベストを0.1秒凌いで首位に立ち、
最終走者、北村の走りを待った。結果、北
村のタイムは0.074秒届かず。5年ぶりの
王座奪回に燃える荒井が初戦を制した。
　大会のトリを務めるDクラスは、全日本
本格復帰1年目でチャンピオンを獲った炭
山裕矢と、昨年、最終戦まで炭山と覇を競
った谷田川敏幸のバトルがヒート1から火
花を散らし、炭山が0.007秒という超僅差
で谷田川をかわしてベスト。白熱したヒート
2は「これで負けたら仕方がないくらいの
走りができた」と振り返った炭山が、渾身の
走りで谷田川をさらに引き離して優勝。V2
に向けて最高のスタートを切った。

1 .2 .  PN3クラスは86を駆る矢野淳一郎が念願の全日本初優勝を達成。かつてはラリーにも参戦していた中国地区を代表
するテクニシャンだ。3.  PN1クラスは昨年、初のチャンピオンに輝いた上野倫広が両ヒートともベストと貫禄を見せた。4.セ
リカが1-2フィニッシュを飾ったSC1クラスは則信重雄がヒート1の4位から大逆転。5.6.最大の激戦区となったSA・SAX1
クラスは葛西キャサリン伸彦が、全日本通算2勝目をマークした。7.8.現行型のZC33Sスイフトが覇を競ったPN2クラス
は道産子ドライバーの宝田ケンシローが優勝。全日本2連覇に向けて好発進。9.  Nクラスは矢本裕之がホームコースで優
勝をさらった。10.  Dクラスは全日本2連覇を狙う炭山裕矢が総合ベストのタイムを叩き出して優勝。11.SC2クラスは地元
の上村智也が1分30秒の壁をただ一人破って優勝を果たした。

全日本ダートトライアル選手権開
幕戦は京都府北部にあるダート
トライアルコース、京都コスモス

パークで開催された。
　京都コスモスパークは年1回の全日本戦
のほか、JAF近畿ダートトライアル選手権
の主戦場として年に数回、競技会が開催さ
れる。スタート後は低速コーナーをいくつ
かクリアした後に、コースを縦に突っ切るス
トレートをひたすら踏み抜いて、中高速主
体の後半セクションに挑むというのがコー
ス設定の定番だ。最後は度胸一発で飛び

込む高速S字をクリア
してゴールとなる。今
回も全日本の名にふさ
わしい、走り応えのあ

るコースレイアウトが設定された。
　今年の全日本ダートラは昨年まで2クラ
スに分かれていたN部門が1クラスに統合
された。またナンバー付き車両が対象だっ
たSA部門が、ナンバーを切ったSA車両で
あるSAX車両の参加が認められたことで、
名称がSA・SAX部門と改められた。この
部門は2クラスに分かれるが、2WD車対象
のSA・SAX1クラスは、参加26台と今回
最大の激戦区となった。
　昨年のSA1チャンプ浦上真が移籍した
このクラスは本命不在。ヒート1のベスト

エボXマイスター2人が激突したSA・SAX2 
クラスは、荒井信介が逆転で開幕戦を制す！

2020JAF全日本ダートトライアル選手権開幕戦 
FORTEC CUP 2020レポート
開催日：3月14〜15日　開催場所：京都コスモスパーク（京都府）

開幕戦、僅かに届かず2位に甘んじたドライバー達。12 .PN1クラス渥美孝太郎。13.  PN2
クラス濱口龍一。14 .  SA・SA1クラス岩澤研一。15 .  Nクラス北條倫史。16.  PN3クラス河
田富美男。17.  SC2クラス吉村修。18.  SA・SA2クラス北村和浩。19.SC1クラス奥村直樹。
20.Dクラス谷田川敏幸。
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　続く9月には福井県のオートパーク今庄
での開催。サバイバルゲームの会場でもあ
る今庄は、低速から高速まであらゆるスピ
ードレンジをカバーするテクニカルコース。
独特の路面を持ち、雨が降って路面が悪化
したように見える場合でも、タイムアップが
可能になることも。よってドラマが生まれ
ることもある、意外性を持ったコースだ。こ
ちらも最後まで目が離せない。
　そして10月に開催されるのが広島県の
テクニックステージタカタ大会。中高速で
クリアするコーナーが多く、しかもアップダ
ウンに富んでいるため、ドライバーは息をつ
けないままにゴールまで全開走行を強いら

3 月、京都府北部にある京都コスモ
スパークで開幕した今年の全日
本ダートトライアル選手権は、約

5ヵ月のインターバルを経て、8月から再開さ
れる。
　その緒戦の舞台は北海道砂川市にある
オートスポーツランドスナガワ。かつて
WRCラリージャパンのスーパーSSとして
も使われた広大な敷地を持つ、全国屈指の
ハイスピードコースだ。そのダイナミックな
コースレイアウトに魅かれて毎年、全国から
各地区を代表するトップドライバー達が
続 と々集まってくる。今年も賑やかな一戦
となりそうだ。

れる。ここ数年はすっかり最終戦の舞台と
して定着したため、数々のチャンピオン決
定劇を演出してきたが、今年は福岡県のス
ピードパーク恋の浦が、4月から延期され
て、10月末にシリーズ最終戦を受け持つこ
とになった。
　これまで恋の浦で秋に全日本戦が開催
されたことはなかった。グラベルのサーキ
ットというものは、毎年、競技会やイベント
が開催されることで路面の土や砂、砂利が
踏み固められ、シーズンが進むにつれ、徐々
に締まっていく。
　これまでシリーズ序盤の4月に開催され
てきた恋の浦の一戦だが、半年後にずれ込
んだことで、これまでの全日本開催時の路

面とは大きく変わってくる可能性がある。
トップドライバーなら、そうした難題もあっ
さり攻略する術は持っているが、いつもと
違う路面が勝負に微妙な綾をつけること
も十分ありえるだろう。
　各クラスとも、今年は一人勝ちを許さな
い激戦が展開される見込みだが、最大の注
目はやはり大会のトリを務めるDクラスか。
昨年は改造車ドライバーのトップの座に君
臨してきた名手、谷田川敏幸を、全日本ダー
トラへ久々に復帰を果たしたラリースト、炭
山裕矢が下して王者に輝いた。この2台の
ほか、このクラスはスーパー改造マシンが
目白押し。圧巻のスピードバトルが今年も
展開されるだろう。

オートスポーツランドスナガワは全国屈指のハイスピードコース。スタートしてからの直線は5速に入ることも（左）。オー
トパーク今庄は硬く締まった路面が特長（中）。舗装に近い性格を持つ路面も多いため、速度が乗る。テクニックステー
ジタカタ（右）は高低差に富み、ダイナミックな走りが求められる高速テクニカルコースだ。
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2ヵ月半で4戦をこなす超短期決戦。 
開幕戦の勢いを持ち込めるのは誰だ？

2020JAF全日本ダートトライアル選手権シリーズプレビュー

2020JAF全日本ダートトライアル選手権カレンダー（予定）
No. 開催日 競技会名称 開催場所
1 3/14 〜 3/15 FORTEC CUP 2020 in KYOTO 京都コスモスパーク （京都府）

2 8/8 〜 8/9 北海道ダートスペシャル in スナガワ オートスポーツランドスナガワ 
ダートトライアルコース （北海道）

3 9/5 〜 9/6 スーパートライアル in 今庄 オートパーク今庄 （福井県）

4 10/3 〜 10/4 NANO TOP カップ  
ダートトライアル in タカタ テクニックステージ タカタ （広島県）

5 10/24 〜 10/24 RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU スピードパーク恋の浦 （福岡県）

FWDとRWDが真っ向から激突のSA・
SAX1は最終戦までわからない!?

  SA・SAX部門はある程度の改造が許されたナンバー付車両
等を対象とした部門。2WD車対象のSA・SAX1クラスは多彩
な車種が集うが、開幕戦はSW20 MR2が優勝した。インテグ
ラでタイトルを獲った浦上真がPN3クラスへ移ったため、この
クラスも本命不在だが、アクセラを駆る崎山晶（5.）や昨年の
N1チャンプ、古沢和夫（6.）など一発の速さを持つ強者が揃
うだけに混沌としたクラスになりそうだ。SA・SAX 2クラスは
北村和浩（7.）、荒井信介（8.）という全日本ダートラを背負っ
て立つ2枚看板の対決が今年も軸になりそうだが、昨年、2勝
をあげた黒木陽介ら若手の速さにも注目したい。

PN&N
部門

SA・
SAX
部門

SC&D
部門

王者炭山がまず1勝。役者揃いの 
Dクラスは最後まで目が離せない

　改造度の高いSC部門も駆動方式別に2クラスに分かれる。
SC1は昨年、アクセラを駆った坂田一也（9.）が初の全日本王
者に輝いたが、開幕戦は4位。上位6台が1秒の間にひしめいた
このクラスは実力伯仲の一年になりそうだ。SC2は王者、梶岡
悟がレギュラー参戦を止めたため、本命不在。昨年2勝をあげ
た大西康弘（10.）が最有力候補と言える。D部門は昨年、タ
イトルを争った炭山裕矢（13.）と谷田川敏幸（14 .）が開幕戦
から火花を散らしたが、炭山が優勝。今年はSTOPザ・炭山が
合言葉になるかもしれない。新車を投入した江川博（11 .）、河
内渉（12.）らベテラン勢の走りも注目だ。

PN1はスイフトvsフィットのバトルが勃発か？ 
王者不在のPN3は激戦必至の様相!?

　PN1クラスは昨年のチャンピオン、上野倫広スイフトが開幕戦で優勝したが、昨
年、フィット勢最上位のシリーズ3位に入った工藤清美（1 .）らの巻き返しが期待
される。現行のZC33Sスイフトスポーツが主流のPN2クラスは開幕戦を制した宝
田ケンシローがV2を狙う。昨年やや調子を崩した細木智矢（2.）が本来の速さを
見せれば混戦になるはずだ。86/BRZ勢が集うPN3クラスは昨年の王者、竹本幸
広がSC1クラスに移籍したため、本命不在の戦いに。開幕戦のウィナー矢野淳一
郎は地元タカタでの一戦を獲れればタイトルも見えてくるはずだ。王座奪還を狙う
山崎利博（3.）も候補の一人だ。昨年まで2クラスに分かれていたN部門は1クラ
スのみとなり、開幕戦は地元の矢本裕之（4.中央）が優勝した。今庄、恋の浦と
優勝経験を持つコースが今年は揃うだけにチャンピオンの可能性も見えてきた。
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る真夏での開催。タイヤと路面のマッチン
グが勝負を大きく左右するジムカーナにお
いて、これは大きなポイントだ。データがな
い中で、ドライバー、チーム一丸となった戦
略が求められることになるはずだ。
　続くは当初のカレンダー通り、9月に開
催される福岡県のスピードパーク恋の浦
で、当初、4月に予定されていた奈良県の名
阪スポーツランドの一戦が10月に開催さ
れることになった。そして最終戦は富山の
イオックスアローザで開催される。今年は
例年より1ヵ月遅い11月の開催。冬場はス
キー場の駐車場として使われるコースとあ

Bライセンス競技の全日本選手権
の中で、最も開幕が遅かった全日
本ジムカーナ選手権は、3月最終

週にツインリンクもてぎで予定されていた
開幕戦が、新型コロナウイルス感染拡大を
受け、中止を余儀なくされた。引き続いて第
3戦、第4戦、第6戦が中止を決定。新た
なカレンダーは全4戦に再編された。
　開幕戦に位置付けられたのはオートスポ
ーツランドスナガワ。北海道の全日本戦
は、これまで梅雨時に開催されてきた。北
海道は梅雨がないからだ。それがいきなり
今年は、例年とは気温・路温が大きく異な

って思わぬ低温となる可能性もあり、不確
定な要素も多くなる。最終戦にふさわしい
ドラマが見られるかもしれない。
　各クラスの今シーズンの展望について
は下記で紹介するが、注目を集めそうなの
が、PN2クラスだ。一昨年、全日本ジムカ
ーナで通算100勝の前人未踏の記録を打

ち立てた、生けるレジェンド、
山野哲也に、一人のドライバ
ーが挑戦状を突き付けたから
だ。その名は小俣洋平。2016
年から全日本3連覇を果たし
て、昨年は新天地PN1クラス
に移籍したが、開幕4連勝を
飾って一気にタイトルを決
めた、天才的なセンスを持つ

今一番、“乗れている”ドライバーだ。
　二人ともドライブするのは同じアバルト
124スパイダー。これまでどんなマシンで
も手なづけてきた帝王、山野に対し、小俣は
RX-7、ロードスターでタイトルを総ナメにし
てきたRWDのスペシャリスト。124で究極
の走りを見せるのは、果たしてどちらか?注
目のシーズンとなりそうだ。

オートスポーツランドスナガワは石狩川の河川敷にある広大なコース（左）。スピードパーク恋の浦は、珍しいシーサイドコース。コースの外
側には玄界灘が広がる（中）。名阪スポーツランドは近畿ジムカーナ界のメッカ。縁石でジャンプする攻撃的な走りが勝利を運ぶ（右）。

今年、山野哲也（左）に
挑むのは小俣洋平（右）。
世代間対決に注目！

2020

JGC
PREVIEW

最多勝記録更新中の絶対王者、山野哲也に
新世代の小俣洋平が挑むPN2は、要注目！

2020JAF全日本ジムカーナ選手権プレビュー

2020JAF全日本ジムカーナ選手権カレンダー（予定）
　 開催日時 大会名 開催場所

① 8/22 ～ 8/23 北海道オールジャパンジムカーナ オートスポーツランドスナガワ
ジムカーナコース（北海道）

② 9/12 ～ 9/13 とびうめジムカーナフェスティバル in 九州 スピードパーク恋の浦（福岡県）
③ 10/17 ～ 10/18 ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪　まほろば決戦 名阪スポーツランドCコース（奈良県）
④ 11/7 ～ 11/8 SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA イオックスアローザスポーツランド（富山県）

“旧車”がまだまだ元気なSA・SAX1クラスは、
若手実力派二人のバトルが白熱か!?

　SA・SAX部門はある程度まで改造が許された、基本的にはナンバー
付き車両が対象のクラス。SA・SAX1クラスは昨年、初チャンプに輝
いた一色健太郎（10.11 .）のEK9シビックと悲願のタイトルを狙う小武
拓矢EF8・CR-X（9.）の2台のホンダ車の旧車対決が今年も白熱しそ
うだ。SA・SAX2クラスは沖縄の高江淳（13.）が全日本3連覇に挑む。
このクラスもDC2インテグラという旧車が主流派だが、昨年は現行車の
ZC33Sスイフト（12.）が参戦し話題を呼んだ。こちらの新旧対決にも
注目したい。
　RWD車対象のSA・SAX3クラスはNSXをドライブして頂点を極め
た昨年の王者、西森顕に代わって、ロータス・エキシージ使いの久保
真吾（14 .）が2度目の王座を狙う。SA・SAX4は全日本ジムカーナを
代表するエボXマイスター、菱井将文（15.）と津川信次（16.）が今
年も戦いの火花を散らしそう。津川は2年ぶりの王座返り咲きを狙う。

SA・
SAX
部門

今年も究極のインプレッサを 
駆るベテランの戦いになる!?

　SC部門は最も改造範囲が広いクラスで、ナン
バーを切ったジムカーナ競技専用車が揃う。2012
年から5年連続で大橋渡（17.）率いる岐阜のプレ
ジャーレーシングが王座を守ってきたが、2017年
からは全日本ジムカーナが誇るスタードライバー
西原正樹（18.）が王座に就いた。GJ3型インプ
レッサを駆る二人の戦いは昨年は中盤までは互角
の戦いを見せたが、後半、西原が一気に大橋を
振り切った。王座返り咲きを狙う大橋の走りが注
目される。

SC
部門

86/BRZが主流のPN3クラスは、チャンプ西野洋平86
を軸とした戦いが激化か?ロードスターRFにも要注目

　PN部門は最もノーマル車に近い車両が競うクラス。現行のND5RCロードスター
の事実上のワンメイクとなっているPN1クラスは、昨年の王者、小俣洋平が抜け、
タイトル争いは激化しそう。昨年、3勝をあげてシリーズ2位に入った小林規敏（1 .）
が最有力候補だが、ベテラン斉藤邦夫（2.）、小林キュウテンのADVAN勢も手強
そうだ。久々に全日本復活予定の森嶋昭時も要マークだ。PN2クラスは山野vs小
俣の戦いが軸になりそう。少数派だがヴィッツGRMN勢（3.）の速さも楽しみだ。
そして今年も激戦区となりそうなPN3クラスはチャンプ西野洋平（7.）の前に昨年、
涙を呑んだユウ（5.）のリベンジなるかが最大の焦点。名手川北忠（6.）やロード
スターRFの天満清（4.）といったライバルの奮起も見ものだ。PN4クラスも茅野
成樹（8.中）、野島孝宏（8.左）の2トップに若手成長株ナンバーワンの奥井優介
（8.右）がどこまで絡めるか注目したい。

PN
部門
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ルステージ）などのルートを本番前に法定
速度に沿って走って準備を行う。コ・ドラ
イバーはこのレッキで掴んだ情報をもとに
してペースノートを作る。ペースノートに
は、SSをスムーズかつ速く走れるように、
コーナーの大きさや、コーナーとコーナーの
間の直線の距離、コーナーを抜ける際に注
意すべきこと、などを記入し、本番ではドラ
イバーにその情報を読み上げる。走ったこ
とのない道を走ることが多いラリーという
競技では、このペースノートが非常に重要
な役割を果たすのだ。
　各SSのスタート時間はあらかじめ決めら
れているので、途中でミスコースしてその時
間まで辿り着けなかったりするとペナルテ
ィが課せられる。SS以外のルートを走る時
も気を抜いてはいけないのが、ラリーという
競技の特長でもある。SSは、占有許可を取

った林道などの一般の公道を使って行われ
る。全日本戦ともなると、ひとつのステージ
は10〜20kmにも及ぶことがあり、トータ
ルで100kmを超える場合もあるが、通常の
国内ラリーでは、SSの総距離が10〜
20km程度となることがほとんどだ。
　なお全日本ラリー選手権は、林道ステー
ジや特設会場の走りを観戦できるギャラリ
ーステージを通常は設定している。今年は
新型コロナウイルスの影響で無観客ラリー

となるケースが増えそうだが、ぜひ一度、機
会があればギャラリーステージで生の迫力
を体験してほしい。
　また国内では、クイズラリーのように、速さ
ではなく、走行距離の正確さを競う「アベレ
ージラリー」も行われている。“ナビゲーター”
には専門知識が求められるが、ノーマル車両
のままで参加できるラリーがほとんどなの
で、ゆっくり走りながらラリーの醍醐味を味わ
ってみたい、という人はぜひ挑戦してみよう。

W RC日本開催の復活で俄然、
盛り上がりを見せているのが
ラリーだ。国内でもラリーは、

全日本選手権を頂点として、様 な々競技会
が全国各地で開催されている。
　ラリーは、走るルートの長さなどによっ
て、競技のスケールが違ってくる。全日本
ラリー選手権は現在、金曜日にコースを下
見するレッキや車検を行って、土曜・日曜
の2日間で競技を行うというフォーマット
が一般的なものになっている。JAF地方選
手権や、各地域で行われているJMRCシリ
ーズ、またトヨタ車を主たる対象とした
TGRラリーチャレンジなどでは、基本的に
土曜か日曜のどちらかでレッキから競技ま
でを1日で行う1DAY形式で行われている。
　レッキは、参加受付時に渡されるロード
ブックに従って、タイムを競うSS（スペシャ

やはり自然の中に作られた道を、ダイ
ナミックに走れるのがラリーの魅力だ。

1 .ラリーはロードブックに記されたコマ図に従って、決められたルートを走る。2.ペースノートにはコーナーの角
度や直線の距離、また路面の状況などを書き込んで、コ・ドライバーが、ドライバーに的確な情報を走行中、リ
アルタイムに与える。3.ラリーでは通常、サービスの時間があるので、SSで痛めたパーツなどを修復して、次の
ステージに備えることができる。4.一年中、競技が行うことができるのがラリーのセールスポイント。雪深い地
方では、現在もスノーラリーが開催されている。
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入門者向けラリーは、1DAYラリーが中心
走りたい路面を選んで、チャレンジしてみようラリー

徹 底 解 説

モーター
まずはBライ競技の“イロハ”を知りたいアナタにお届けする

スポーツ　ライ
ラリー、ジムカーナ、ダートトライアル。

Bライ競技の全日本選手権は、
WEBや雑誌で目にする機会も多いけど、

入門者や中級者向けの競技会って、どうなってるの？
どんな所で開催されているの？ 

など意外と分からないことが多いものだ
そんなアナタの素朴な疑問に、お答えします！



に合わせた複数のトレッドパターンが用意
されているので、それぞれ吟味して用意し
ておきたいタイヤだ。
　ジムカーナの場合は、真夏などヒート2
で路温が上がり過ぎるとタイムアップでき
ない場合があるが、ダートラの場合は、ヒー
ト1の走行で石や砂利が飛んでヒート2で
路面がクリーンになればタイムアップでき
る場合の方が多い。ただし、朝から雨が激
しく降るような時は、路面は悪化する一方
になるので、ほとんどは1本目で勝負が決
まる。なおダートラもジムカーナと同様、長
くて2分前後といった程度のコースで競わ
れる。
　ジムカーナに比べて転倒のリスクが高
いダートラは、一度クルマを壊してしまうと、
競技生活の継続が困難になってしまうこと
も多い。入門者は安価な中古競技車から
始めて、まずはしっかりと基礎テクニックを
身に着けることをオススメしたい。

通りに走ることはなく、逆走にしたり、コー
ス内の広い場所にパイロンを置いて、任意
のコースを設定する（下図参照）。
　国内の競技会は通常、日曜や休日に
1DAYで行われる。参加者はまず朝、受付
時に渡されるその日のコース図を参考に
して、コースを歩いて下見する「慣熟歩行」
を行う。競技会によっては入門者クラス
のみ、本番前に「慣熟走行」を設定する場

合もあるが、コースは歩いて覚える
のがジムカーナの基本だ。コースは
大抵、長くて2分くらいの長さで設
定される。
　決勝ヒートの走行は通常2本行
い、良かった方のタイムで順位を競
う。走行中にパイロンに接触してし
まった場合は、通常は5秒のペナル
ティが与えられる。その時点で勝負
権を失ってしまうのでパイロンタッ
チはNGだ。またミスコースしてしま
った場合はノータイムとなり、記録が
残らない形になる。2本目の決勝ヒー
トの前にも、慣熟歩行ができるので、
1本目で失敗した所や、うまく走れな
かったセクションをよく確認して、2
本目のタイムアップに繋げよう。
　駆動方式や改造できる範囲等に
よってクラスが分けられていること

が多いが、最近はノーマル車に近いPN車
両を対象とするクラスの人気が高い。この
クラスは現行車での参戦を想定しており、

改造範囲もかなり限られているため、イマド
キのクルマで比較的お手軽に参戦できる
ようになっているのだ。

ダ ートトライアルは未舗装の専用
コースで行われるが、路面も凹
凸があったり、雨が降った直後

は溝ができたりするので、万が一の転倒か
ら身を守るために、通常、ロールケージの装
着が義務付けられている。ここはジムカー
ナとの大きな違いだ。また跳ね石などから
車体を保護するアンダーガードやマッドフ
ラップといった装備もダートラを本格的に
やる場合は、つけておきたい。
　タイヤについては、パンクなどを避ける
ため、サイドウォール部が強化された競技
用タイヤで走るが、このタイヤは公道も走
れるので自走して競技会場に行くこともで
きる。グラベルラリーでも欠かせないタイ
ヤなので、これらのタイヤは一般的に、ラリ
ータイヤなどと呼ばれている。路面の状態

ジムカーナは、舗装の路面にパイ
ロンなどでコースを作り、そのタ
イムを競うもので、手軽に始めら

れるという意味でモータースポーツ入門に
最も適した競技と言える。
　ジムカーナは専用のコースや、レーシン
グカートコース、ミニサーキット等で開催さ
れる。ただミニサーキットのようにあらかじ
めコースが決められたような場所でも、その

市販のストリートラジアルで戦うクラスが人気
街乗り仕様のままで、まずは体験してみよう

未舗装路面を全開で走る競技ゆえ、
安全装備はしっかり身に着けたい

ミニサーキットで行わ
れるジムカーナの一例。
直線上で180度ターン
を設定し、コースを繋
ぐ場所にパイロンセク
ションを設定している。

ダートトライアルのコースは、“すり鉢状”に作られ
ることが多い。土手の上や高台から見下ろせるので
コースの全景が掴みやすいというメリットもある。

5 .ジムカーナ専用コースでは、パイロンなどによってコースが設定される。6.レーシングコースはコース幅が広い
ため、高速のパイロンスラロームなど、通常のジムカーナではできない設定が可能だ。7.かつてはSタイヤと呼ば
れたハイグリップタイヤが主流だったが、現在はタテ溝が1周するスポーツラジアルのクラスが人気だ。8.雨が降
り出すとタイムアップは難しい。決勝日の天候も勝負を左右することがある。

9.ロールケージは転倒時に乗員を守ることの他に、車両の剛性を高める役割も持っている。10.アンダーガードは
エンジンルーム内へのダメージを防ぐ。パイプ類を保護するガードもある。11 .ラリータイヤと呼ばれるダートラ用
タイヤは、ドライ／ウェットそれぞれに対応した種類がある。公道走行も可能だ。12.ダートラでも慣熟歩行は重
要だ。ただし走行順が遅いほど、走行時の路面は慣熟歩行の時と異なってくるので、その誤差を読んで走る。

ジムカーナ

ダートトライアル

レースに出るにはAライセンスが必要だが、 サーキットトライアル
は、Bライセンスでレーシングコースを全開走行できる競技だ。も
ちろんナンバー付き車両でもOK。通常は15分ほどの走行枠を2
回走ってベストタイムを競うレースの予選のようなスタイルなので、
走行会とは違った緊張感を味わいたい人は、ぜひトライしてみよう。

　JAF公認のBライセンス競技会に参加している多くのドライバー
は、JAFに登録したクラブに所属して活動している。こうしたクラ
ブはモータースポーツショップに集う人々を母体にして作られたり、
同じカテゴリーに参加するドライバー達が集まって作ったり、と成り
立ちは様々。ただしクラブに入ると、競技会の情報やドライビング
テクニック、また競技車両製作やセッティングなど色んな情報を得
ることができるし、何より同じ趣味を楽しむ仲間がいるというのは、
楽しいものだ。

　自分の最寄りの地区のクラブの情報はBライ講習会の際に主催
者に聞いてみるのが手っ取り早いが、JAFのモータースポーツホー
ムページでも、拠点のショップとともに紹介している（トップページ

「EXPERT-モータースポーツ競技者の方へ-」→「活動クラブ拠点ガ
イド」）。JAF登録クラブの団体であるJMRC（JAF登録クラブ地域
協議会）は全国8地区（北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四
国・九州）で活動しており、それぞれの地区のホームページでもクラ
ブを紹介しているので、ぜひ参照してみてほしい。

Bライだけど、どうしてもサーキットを走りたい人は…

JAF登録クラブに入れば、モータースポーツの楽しみ方が一気に広がる！
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オートテストに参加しよう！
モータースポーツライセンスがなくても、走れます！

におけるペナルティを加算した点数が成
績となる。そのため、走行タイムが短く、か
つペナルティが少ない参加者が上位の成
績を獲得できる仕組みなのだ。
　ユニークなのは、コース設定の際に、最低
1回、バックギヤを使うセクションを作ると
いう規則があること。いわゆる“車庫入れ”
セクションが必ず設定されるのだ。
　また最大でも50m間隔でパイロンなど
を置くことや、ゴール手前25m以内に同じ
くパイロンなどを置くといったルールがあ
る。加えてオートテストではゴール後は決
められたラインの前で一旦停止するルール
となっているので、全開でゴールラインを
切るというような走りはできない。
　車庫入れで決められたスペースに完全
にクルマを入れないままに再スタートして

国内では5年前から始まったオー
トテストは、ライセンス不要で気
軽にモータースポーツを体験で

きる新しいカテゴリーだ。
　発祥の地は英国。サーキットや専用のコ
ースのように、広大なスペースを必要としな
くとも開催できるモータースポーツイベン
トとして、発展してきた。日本でも、JAF公
認コースを始め、大型商業施設や道の駅な
どの駐車場などで開催されてきた。
　オートテストは最大でも200m×200m
のスペースの中でコースを設定することと
いう決まりがあり、その敷地内にパイロンな
どでコースを作って“減点”を競う。多くの
モータースポーツは、着順や走行タイムの
少なさを競うものだが、オートテストはこの
走行タイムに、コース途中の各セクション

しまったり、パイロンなどの障害物に触れた
ような場合はペナルティとしてポイントが
加算されるので、特に注意して走りたい。
　ただオートテストの場合は、ジムカーナド
ライバーがよくやるようなサイドブレーキ
ターンなどのテクニックを使わないと曲が
れないようなコース設定はNGとされてい
るので、コースをしっかり覚えて走れば大丈
夫だ。
　なおオートテストでは、助手席に人を乗
せて走ることも認められている。また一台
のクルマで複数名がエントリーすることも
できるので、友人や家族と一緒に楽しめる。
　またイベントによっては、その場でBライ
センスの申請をすることもできる。モーター
スポーツを本格的に楽しみたいという人に
も、ぜひオススメしたい競技だ。

オ
ー
ト
テ
ス
ト
競
技
会
の
一
日
の
流
れ

ミーティングで注意事項をチェック！
参加受付の後にはドライバーズミーティングが行われる。
競技会の流れも説明されるので、しっかりチェックしよう。

オートテストのコース例。スタート直後にまず4本の
パイロンのセクションを右回りに旋回した後に、3本
のパイロンのスラロームをクリアして一旦、停止す
る。バックで「車庫入れ」をして、そこを出たら今度
は左回りで4本のパイロンを回り、その後、ストレー
トで「ラインまたぎ」のために一旦停止する。左に大
きくターンしてゴール、という設定だ。

Bライセンスの申請もできます！
オートテストでは、競技会によっては、Bライセンスを申
請できる場合もある。事前に主催者に確認しておこう。

フラッグの意味を理解しよう！
ミーティングでは、旗（フラッグ）の意味についての説明も
ある。大事なポイントなので聞き漏らさないように。

成績優秀者は表彰されます！
オートテストでも、走行後にはちゃんと表彰式が行われる。
経験差や車両によっていくつかクラス分けも行われる。

慣熟歩行でコースをチェック！
走行の前にはコースを下見する慣熟歩行の時間が設けら
れる。コースを覚えながら、攻略法を考えよう。

ゴールしたら、すぐに止まる！
オートテストはゴール直後に一旦停止が原則。これは忘れ
がちなので、最後の最後まで気を抜かずにゴールしよう。

いざスタート！  好きなように走ろう
走行は通常、2本トライできる。思う存分、好きなように
走って、モータースポーツの醍醐味を体験しよう。

「車庫入れ」はしっかり完了すること！
「車庫入れ」では決められたスペースの中に、クルマ全体
を入れなくてはならない。緑旗はOKのサインだ。

いま国内で、気軽にモータースポーツが体験できるイベントとして人気を集めているのがオートテスト=AUTO TESTだ。
ライセンスは不要で、ヘルメット、グローブといった専用装備も必要なし。ぜひ一度、体験してみよう。
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オートテストの開催情報はJAFモータースポーツホームページでチェックしよう

※最新の情報はJAFモータースポーツホームページでご確認下さい。

　全国各地のオートテストの開催日程
等の情報は、JAFのモータースポー
ツホームページにある専用ページで
日々、更新されている。最寄りの地区
の開催情報をチェックしてみよう。

JAFモータースポーツホームページ

http://jaf-sports.jp/

今年、2月に北海道千歳市の新千歳モーターラ
ンドで開催されたオートテストは、何と雪上路
面が舞台。雪の路面は走れば走るほどテカテカ
となってしまうので、曲がれないし、止まれな
い。しかも当日はそこそこの速度から一旦停止
するラインまたぎもありと、なかなかの難コー
スとなったが、そこは雪に慣れた北海道のドラ
イバーさん達とあって、皆さんしっかり完走を
果たしていました。

こちらは今年3月に、福井県のオートパーク今
庄で開催されたグラベルオートテスト。本来は
ダートコース内で行われる予定だったが前夜の
雨で路面が悪化したため、急きょ駐車場にコー
スが設定された。当日はダート走行で愛車を痛
めたくないという人のためにレンタル車の軽ト
ラックも用意され、人気を博した。もちろん愛
車でアタックする人も。皆さん、そこそこにク
ルマを滑らせて楽しんでいました。

スタート直後に5本のパイロンスラロー
ムをクリアするレイアウト。その後、一
度、車庫入れのスペースを横切った後に
前進で一旦、クルマを止め、バックで車
庫入れをした後に180度ターンをこなし
てゴールするという設定。一つ目のパイ
ロンの入り方や180度ターンの入り方を
間違えないように注意したい。

後半、3本のパイロンを旋回した後に
まず前進で、次はバックで2回続けて
車庫入れを行うという設定。旋回直後
の車庫入れは難しいが、最初の車庫入
れの角度を間違うと次のバックがきつ
くなる。なかなか難易度の高い設定だ。

こちらは、ゴール終盤に、ラインまた
ぎがあって、そこからバックで車庫入
れをするという設定。ラインまたぎは、
クルマの前輪をまたぐ必要があるが、
その時のクルマの向きによっては、次
の車庫入れの角度がきつくなる。車庫
入れがしやすいように止まろう。

オートテストの車庫入れは4回までと決
まっているが、何と3回も車庫入れがある
という設定。しかもラインまたぎから2回
目の車庫入れまでは斜めにバックするとい
う高難度設定だ。縦列駐車が得意な人が意
外と速いかもしれない!?

　結婚前はジムカーナをやっていたという伊藤亮さん。「嫁さんから
は、モータースポーツ禁止令が出てるんですけど（笑）、子供も大きく
なったので、また走りたくなってしまって。でも車庫からバックで出る
時に失敗しました。ジムカーナはバックギヤを使ったらアウトなんで、
何か気持ちがめげてしまうんですよね（笑）。子供も“僕もやりたい”っ
て言うので、免許が取れたら一緒に楽しみます」

　会社にラリーのクラブがあるので、Bライセンスの取得も兼ねて参
加したという井上湧太さん。「サーキットも走ったことがあるんですが、
オートテストは初めて参加しました。車庫入れは苦手なんですが、今日
は前進で入れる形だったので、助かりました（笑）。ただ超僅差で表彰
台を逃したので、スタッドレスタイヤで走ったのは反省点ですね（笑）」

　クラウンが愛車の山科輪太郎さん（右）は友人の藤原大空さん（左）に
オートテストの存在を教えてもらって参加した。「誰でも、どんなクルマ
でも出られるというので走ってみました。以前からスポーツ走行をして
みたかったんですけど、やっぱりクルマを操って走るのって楽しいです
ね。車庫入れは普段からちゃんとやるよう、心がけているので、そんな
には苦にならなかったです（笑）」

舗装だけじゃない！オートテストは雪の上や、グラベルロードも走ります

オートテスト開催情報（2020年7月〜8月）
開催日時 大会名 開催場所 問い合わせ先

7月24日（金） 復活！2020究極のオートテスト　 
Extreme　Autotest 

舞洲スポーツアイラン
ド（大阪市此花区）

ちーむ時間割  
TEL.072-296-6886 

8月30日（日）  始めよう、モータースポーツ！ 
オートテストinろまんちっく村 

道の駅うつのみや  
ろまんちっく村 

（栃木県宇都宮市）

チーム・メープルスポーツ  
TEL.028-665-8160 

8月30日（日） マルイコンタクトレンズカップ 2020 
SUGOオートテストチャレンジシリーズ第3戦 

スポーツランドSUGO
（宮城県村田町）

菅生スポーツクラブ  
TEL. 0224-83-3127（担当：村林）



ラリー、ジムカーナ、ダートトライアルなど、モータースポーツを始めるには「Bライセンス」が必要だ。
このライセンスはカンタンに取得できるので、競技に参加してみたい人はぜひ挑戦してみて欲しい。

Bライ取得の第一歩を踏み出そう！
　Bライセンスはラリー、ジムカーナ、ダートトライアルなどの
JAF公認競技会に参加するために必要なライセンスで、JAFが
発給を行っている。Bライセンス講習会は全国各地で開催され
ている。これからモータースポーツを始めたいという人は、ま
ず取得に向けて受講してみよう。

誰でもカンタンな講習会とは？
　Bライセンス講習会というのは約2時間ほどの講習を受けるだ
けで、競技ライセンス取得の権利を得られるというカンタンな
ものなので、難しく考える必要はない。受講資格は普通自動車
運転免許証を持っているJAF個人会員であることが条件だが、
講習会当日にJAF会員になることも可能なので、JAF会員では
ない人も安心して講習会に参加できる。なおJAF個人会員の入
会費用は入会金￥2,000円＋年会費￥4,000円となっている。

週末のほか平日夜でも開催している
　講習会が開催される日程については、JAF個人会員に届く機
関誌「JAFメイト」に掲載されている。その他、JAFホームペー

ジの「ご当地情報」等にも掲載されているので、チェックして
みよう！　この講習会は大半が土・日・祝日に行われているが、
中には平日夜に開催されるケースもある。また競技会の見学会
とセットになった講習会をJAF地方支部が企画して行われるこ
ともあるので、モータースポーツの雰囲気を間近で感じながら
受講してみるのもひとつの方法だ。

モータースポーツの基礎を学ぼう！
　さて気になる講習会の内容は、モータースポーツの競技規則、
マナーやルール等を、テキストや映像でレクチャーするもので、
実技や試験があるわけではない。ただし、赤旗や黄旗の意味な
どは競技参加時には必ず知っておかなければならないものなの
で、しっかり聞いて覚えておこう。なお講習会の費用は受講料
が¥4,100円以内、教材費が¥1,000円以内となっている。

ライセンスは2〜3週間で届く
　講習会が終わると、最後に「ライセンス交付申請書」がもら
えるので、必要事項を記入して写真と申請料¥3,100円を添え
て、30日以内に最寄りのJAF支部に申請すればOKだ。JAF支
部に行けないという人は、講習会の主催者が代理で申請してく
れるケースもある（別途、手数料が必要な場合あり）。そして
申請後、約2〜3週間でライセンスが手元に届く。写真が入っ
た自分だけのライセンスだ。

競技情報はホームページでチェック
　競技会の日程、モータースポーツの各種情報についてはJAF
モータースポーツホームページに掲載されているので、ぜひ活
用してみて欲しい。きっとキミのモータースポーツライフを充
実したものにしてくれるはずだ。

講習会では競技に役立つ規則等を、約2時間で
レクチャーしてくれる。

分かりやすいテキスト等を用いてルールをしっ
かり学ぶことができる。

JAFホームページ「ご当地情報」等でモータースポ
ーツ講習会の日程が確認できる。

Bライ競技のヒエラルキーとは？

JMRCのホームページを活用しよう！

　「JAF全日本選手権」を頂点に、地
域ごとに開催されている「JAF地方
選手権」やJAF地域クラブ協議会
（JMRC）主催の「JMRCシリー
ズ」、「JMRCミドル／ジュニア
シリーズ」がある。初心者・
中級者は下のシリーズで
しっかり実力をつけて、
全日本へステップ
アップしていこう。

　競技会に参加する際に頼りになるのがJMRC（JAF登
録クラブ地域協議会）のホームページだ。初心者・中
級者が対象の競技会情報等も掲載されているので、自
分のスキルに合った大会を探し出すことができる。各シ
リーズの日程や規則、JAF登録クラブ・団体への連絡先
も網羅されているので、Bライセンスを取得したらブッ
クマークに登録しておくと良いかも！

JMRC北海道	 http://jmrc-hokkaido.org/
JMRC東北	 http://jmrctouhoku.com/
JMRC関東	 http://www.jmrc-kanto.org/
JMRC中部	 http://www.jmrc-chubu.jp/
JMRC近畿	 http://www.jmrc-kinki.net/
JMRC中国	 http://jmrc-chugoku.org/
JMRC四国	 http://jmrc-shikoku.gr.jp/
JMRC九州	 http://www.jmrc-kyushu.gr.jp/

JAF 
全日本選手権
（ラリー／	
ジムカーナ／	

ダートトライアル）

JAF地方選手権
（ラリー／ジムカーナ／	
ダートトライアル／	

サーキットトライアル）・
JMRCチャンピオンシリーズ等

JMRCミドル／ジュニアシリーズ等

JAF・Bライセンスを取得して
モータースポーツにデビューしよう！

オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース（北海道・砂川市）

新千歳モーターランド・アクティブ・セーフティ・パーク 
（北海道・千歳市）

十勝スピードウェイ ジュニアコース／ジムカーナコース 
（北海道・更別村） 

岩木山スキー場駐車場（青森・弘前市）

モーターランドSP（青森・南部町）

スポーツランドSUGO 西コース（宮城・村田町）

新協和カートランド（秋田・大仙市）

エビスサーキット ジムカーナコース／西コース（福島・二本松市）

茨城中央サーキット（茨城・石岡市）

筑波サーキット コース1000 ／ジムカーナ場（茨城・下妻市）

ツインリンクもてぎ   マルチコース／南コース（栃木・茂木町） 

日光サーキット（ドリフト競技に限定）（栃木・宇都宮市）

宝台樹スキー場・駐車場（群馬・みなかみ町）

浅間台スポーツランド（千葉・香取市）

R-Spec Kakizaki（新潟・上越市）

スピードパーク新潟（新潟・胎内市）

日本海間瀬サーキット（ドリフト競技に限定）（新潟・新潟市）

さるくらモータースポーツランド（長野・飯田市）

イオックスアローザスポーツランド（富山・南砺市）

大日スポーツランド（石川・白山市）

福田自動車教習所（静岡・磐田市）

富士スピードウェイ ジムカーナコース／ショートサーキット 
（静岡・小山町） 

キョウセイドライバーランド（愛知・岡崎市）

幸田サーキットYRP桐山（愛知・岡崎市）

スパ西浦モーターパーク（愛知・蒲郡市）

美浜サーキットクニモト（愛知・美浜町）

鈴鹿サーキット 国際南コース（三重・鈴鹿市） 

奥伊吹モーターパーク（滋賀・米原市）

舞洲スポーツアイランド（大阪・大阪市）

姫路セントラルパーク 第5駐車場（兵庫・姫路市）

名阪スポーツランド Cコース／ Eコース（奈良・山添村） 

備北サーキット（岡山・新見市）

なださきレークサイドパーク（岡山・岡山市）

スポーツランドTAMADA（広島・広島市）

TSタカタサーキット（広島・安芸高田市）

徳島カートランド（徳島・吉野川市）

瀬戸内海サーキット（愛媛・西条市）

ハイランドパークみかわ ジムカーナコース（愛媛・久万高原町）

モーターランドたぢかわ（高知・大豊町）

スピードパーク恋の浦（福岡・福津市）

HSR九州ドリームコース（熊本・大津町）

オートポリス レイクサイドサーキットコース（大分・日田市）

オートスポーツランドスナガワ ダートトライアルコース 
（北海道・砂川市）

糠平湖氷上コース（北海道・上士幌町）

イーストジャパンオフロードスタジアム（北海道・士幌町）

サーキットパーク切谷内（青森・五戸町）

エビスサーキット 西コース（福島・二本松市）

丸和オートランド那須（栃木・那須塩原市）

オートランド千葉 ダートトライアルコース第1コース（千葉・千葉市）

NATSダートコース（千葉・成田市）

モーターランド野沢（オートクロスコースとしても公認） 
（長野・野沢温泉村）

輪島市門前モータースポーツ公園（石川・輪島市）

オートパーク今庄（福井・南越前町）

池の平ワンダーランド（愛知・豊田市）

京都コスモスパーク（京都・京都市）

テクニックステージタカタ（ツイントライアル可）（広島・安芸高田市）

楠ハイランドパーク（山口・宇部市）

香川スポーツランド（香川・さぬき市）

スピードパーク恋の浦（福岡・福津市）

全国JAF公認Bライセンス競技コース一覧
ジムカーナコース ダートトライアルコース

2020年1月1日現在

CLUB B Vol.32　
Bライセンスモータースポーツ
応援マガジン

発行所 	 株式会社JAFメディアワークス
	 〒105-0012	東京都港区芝大門1-9-9-10F
発 行 人 	 西岡	敏明
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は
WEBでも見れます！

本誌「CLUB	B」Vol.32はWEBでもご覧になれます。これまでのバックナンバーも掲載
していますので、下記のホームページをご参照ください。
JAFメディアワークスホームページ　http://www.jafmw.co.jp/

本誌の記事内容は2020年7月9日までの情報を元にしております。社会情勢によって掲載した情報内容が変更される可能性がございます。予めご了承ください。
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