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2022JAF カップオールジャパンダートトライアル 

Team-KIT 参戦報告書 

 

開催日   2022年 10月２９日（土）～ 10月３０日（日） 

       場所    丸和オートランド那須 栃木県那須塩原市 

       大会名   JAFカップオールスターダートトライアルin関東 

       主催者   エース・ラリー・ファミリーズ・オートクラブ 

       天気    公開練習：晴れ  決勝：晴れ 



 

はじめに 

 ２０２２年の全日本選手権はタカタラウンドで無事終了しましたが、１年最後のビックイベ

ントJAFカップダートトライルに本年度は地元丸和で開催という事で、Team-KITとして３

名２台の体制で参戦をいたしました。 

 JAFカップダートトライルは全日本選手権と全国各地区の上位入賞者と推薦枠選手によっ

て争われる大会ですが、当方参加のJD11とJD7に関しては今季のシリーズチャンピオンも

共に参加しており、この１年の成果の集大成としてはこれ以上ない状況が揃いました。 

 また、この大会には女性対象のWomenクラスがあり、今回小田桐選手は参加が難しいとい

う事で、以前TGRラリーチャレンジに参戦していた濱元選手を起用し参戦しました 

 最高の形で一年を締め括った大会レポートに目を通してください 

 



Womenクラス No6  DL・KIT・BRZ-AT Dr 濱元
はまもと

望
のぞ

美
み

 

 １本目 2′35″555  6位／6台中 

 2本目 2′14″334  6位  １本目から21秒もタイムアップ 

 

今回は小関さんに声を掛けていただき、久し振りの競技実戦参加になりますが折角の機会な

のでWomanクラスで参加させて頂きました。 

FR車（BRZ）は昨年秋に野沢で一度基礎練をしたのみで乗り慣れていない中でしたが無事

（！？）に完走することができました。 

 

 



公開練習 

本当に久し振りのダートトライアルで、まずはミスコースしないように注意しました。 

最初は勢いよく走り出しましたが舗装からダートに入った後のコーナーで失敗してしまいア

ウト側にあるタイヤバリアにぶつかってしまいました 

幸いにも走行には支障なく無事にゴールすることができましたが、バンパーとフェンダーを

壊してしまいましたが「気にするな」と言っていただけてホッとしました。 

 本番 1ヒート目 

公開練習の失敗もありますし、同じ車両で走る佐藤選手に無事に繋げるためにもまずはミス

コースせずぶつけずに走切ることを目標に走りました。 

前日の影響は大きく全く攻めるどころかアクセルと開ける事も出来ずに最下位となりまし

た。 

2ヒート目 

1ヒート目が全然タイムが出せなかったので、2ヒート目は踏めるところは踏むという意識

で走りました。 

走行後、周りの方からも「踏めてたね」というお言葉をいただき安心しました。 

久しぶりの走行で満足する走りはできませんでしたが、楽しんで走り切ることは出来まし

た。 

次回の機会があれば練習をして勝負が出来る走りをしたいと思いましたので、やっぱり自分

は走る事は大好きなんだと再認識できました。 

 このような機会を与えてくださった皆様には本当に感謝しております。ありがとうござい

ました。 

濱元望美 



JD11クラス No12  DL・KIT・BRZ-AT Dr 佐藤
さ と う

秀昭
ひであき

 

 １本目 1′59″867  2位／5台中 

 2本目 1′54″014  1位  2位との差1.432秒 

 

【佐藤秀昭選手よりのレポート】 

 今回の舞台である丸和オートランド那須は全日本第３戦で唯一優勝出来たコースであり、本

大会の必勝を期し事前にイベントにも参加して万全の状態で大会を迎えました。 

-公開練習‐ 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 コース前半は先日参加した大会とほぼ一緒で後半がショートコースかな？と思えるコースだ

ったので色々な事を試しながら走行し本番に活かせる様に考えながらゴールし２番手タイムで

終了しましたが、少しタイム差が大きかったので本番に向けて気合を入れ直さなくてはならな

いなと痛感し公開練習を終えました。 



‐１本目‐ 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 コース前半は公開練習と一緒で後半が先日参加した大会とほぼ一緒というなんとも嬉しいコ

ース設定。 何の迷いもなく攻めれると思っていたのですが数ヶ所のミスもあり２番手タイム

となりました。 

２番手タイムとはいえタイム差が１．７秒と大きかったので２本目に向けて攻めの組立てを

し直し、今シーズンのラストランに集中しました。 

 

‐２本目‐ 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

戻されていた砂利も綺麗にはけ仕切り直しとなった２本目は今の自分が持てる力を全て出し

切れるように大きく深呼吸をしてからスタートしました。 

自分を信じて頑張って攻め切ったつもりでゴールしてみると、ライバルのチャンプ則信さん

（スイフトターボAT）ががっかりしている姿が目に入ったので、『もしかして？』と思いな

がらパルクフェルメに行くとベストタイムを更新したらしく思わずガッツポーズをしてしまい

ました。 

周りの方達が「おめでとう！」と言ってくれている中、まだ山部選手が走行中と気がつきア

ナウンスを聞いているとなんと中間ベスト、ドキドキしながらゴールを待っていると「届きま

せん！」のアナウンスがあり、優勝が確定しました。 

 

 自分に続いてチームオーナー小関社長もＪＤ７クラスで堂々の優勝を飾りTeam-KITとし

て初となるダブル優勝をすることが出来ました。 

ＡＴ車でのチャレンジ１年目で色々と苦労もし、色々と考えさせられるシーズンになりまし

たが最後の最後でダブル優勝で締めくくる事が出来て最高の形で今シーズンを終える事が出来

ました。 

関係者の皆様、この一年間本当にありがとうございました。 

                           佐藤 秀昭 

 

 



JD7クラス No４４ DL・KIT・BRZ-AT Dr 小関高幸 

 １本目 １′５６″581  １位／９台中 

 2本目 １′５２″126  １位 ※２位との差は0.422秒 

 

【小関高幸選手からのレポート】 

例年は参戦していない JAF カップダートトライルですが、今回は丸和が舞台でありシーズ

ンで入賞できるようになったゲンの良いコースですので、１年の〆として最適と判断し参戦す

る事にしました。 

個人的には業務やラリージャパン運営などもあり、かなりスケジュールとして厳しかったの

ですが、良い結果を残せるようにやれる事はやり切ろうという強い意識で当日を迎えました。 

 

 



〇公開練習 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 コースレイアウトはまさかの 2 週間前の丸和カップと酷似したものでしたのでしたので、

チャンスだ！と感じましたは、丸和カップは 4WD 改造車で参戦していたのでイメージをそ

のまま置き換える事は出来ないので、慣熟歩行から FR-AT のクセをイメージしながら走らせ

ました。 

 AT には苦手区間のターンが 2 ヶ所あり、チーム計測の区間タイムでもその区間でチャン

プ山崎さんには大きく負けてしまっていたのですが、高速区間はその逆で大きくリード出来た

事もあり、トップタイムを記録出来ました。 

 山崎選手が「ターンはがっつりと抑えた」という事を聞いたので、その部分をどう走るかだ

けを考えて決勝に挑みました 

 

〇決勝１本目 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

まるで雨降った？というレベルの散水が実施された事や前日捌けた砂利が全て戻された路面

であったため、ウェットタイヤを選択しスタート 

課題のターンセクションは 2 ヶ所共に前日よりもぐっと抑える形でクリアし高速区間は自

信を持って走らせました。 

アナウンスされた中間計測では３か４番手でしたが、中間トップにも 0.3 秒程度の遅れで

クリア出来たので、ターンセクションの攻め方は間違っていなかったと思いますし、後半セク

ションではライバルを大きく引き離せる走りが出来たので、唯一の 56 秒台でトップタイムと

なりました。 

 

〇決勝２本目 装着タイヤ：DIREZZA 74R 

 秋晴れの爽やかな天気で 1 本目後半は埃もあがり路面の砂利も掃けてはいたのですが、散

水量とコンクリートや根石ある路面での操安性を考慮しライバルがドライ用タイヤを選択する

中でウェット用タイヤを装着してアタックしました。 

 ターンのある前半を慎重かつ大胆に走らせ後半は 1 本目のイメージを大切にしながら変化

した路面に惑わされないように自分の走りに徹しました 



 タイヤの選択に関しては自分なりには正解だったと思います。 私的にはスーパードライの

95R の投入かどうかで悩んだのですが、根石やコンクリートの路面では急激なグリップ変化

が生じてしまうので、そこでカウンター方向にステアリングを充てるような事がないというメ

リットを 74R では活かしきれたと分析しております 

 

 スタート前の自己想定タイムは JD9 のゴールタイムを聞いていて 53 秒位をイメージして

スタートしましたが、ゴールを迎える直前にどアンダーを出してしまい、大きく膨らんでアウ

ト側の砂利山に埋もれながらゴールを迎えたので、「まずい負けたかも、、、」と凹んでしま

ったままにパルクに誘導されました。 

 この時点ではアナウンスで読み上げられたタイムを 56 秒台と聞き間違えてしまい、最後の

失敗を悔やむ事しか頭にありませんでした。 

 メディアの方に取材されている最中も今季 JD7 を共に闘ってきたライバルが次々に走って

いきます 

 和泉選手、上野選手と中間も含めタイム更新されない時点で自分のタイムが 56 秒ではなく

52 秒台である事を認識し、ドキドキは Max になって迎えた 1 本目中間トップの崎山選手の

スタートでしたが、中間で 0.9 秒差でしたがゴールタイムは同秒の 52 秒台の 0.7 秒差の 2

位でゴール 

残るはチャンプ山崎選手ですが中間で 0.7 秒差と僅差でクリアしていきましたがゴールタ

イムは 0.4 秒届かず 2 番手となり歓喜の雄叫びをあげました。 

周囲にも「おめでとう」と祝福されていると何と 1 台再出走でまだ残っているという事

で、喜びは一旦お預けとなり再びドキドキの時間を過ごしましたが、その選手が中間で大きく

遅れていた時点で周囲との握手タイムが再会し、自分も勝利を確信して喜びが込み上げてきま

した。 

 

昨年から始まったＡＴ車での挑戦でしたが、昨年は 2 ペダルの JD11 クラスを制する事が

出来ましたが、今年は車両を乗換えてあえて挑んだ MT 車への挑戦となりましたが、シーズ

ン前半は大苦戦してしまい、ようやく中盤戦から入賞圏内には手が届くようになったのですが

果てしなく遠く感じる『1 秒の壁』がありました。 



その壁をどう超えるのかドライビングもセットアップも見直し、それを走りに具現化出来る

ように練習も TEST も例年とは比較にならないほど取り組んだ 1 年でした。 

報われたという表現が適切ではないかも知れませんが、自分で決断し挑んだこの挑戦の 1

年の締め括りをこれ以上ない最高の形で終えれた事に素直にホッとしております。 

 

 多くの企業様に Team-KIT の活動に賛同いただきご協力をいただきましたが、今後も新し

い事に挑戦する気持ちを持ちながら、楽しむ気持ちも忘れずに取り組んでいきたいと思います

ので、2023 年の活動計画も近日中に決めますので、引き続き Team-KIT のご支援をよろし

くお願いいたします 

小関高幸 

 

 

 

 

 



 

本大会決勝コース 

ポスト②のターンが路面荒れ具合と減速具合で難しいです 

④以降の後半セクションは小関／佐藤共にライバルより速く走れました 



 

JD7 リザルト 

 

JD11 リザルト 



 

 

Womenクラス表彰式 

濱元望美選手は6位 
※フェリーの時間の関係で一部代理の男性選手が並んでおります 



 

JD11クラス表彰式 

見事にクラス優勝を達成しました 

 

来季はスイフトターボAT勢にLSD導入が噂されてます 

そうなるとFR-ATで勝負は難しいのでこれがJD11ラストランになったかも知れません 

最高の形で締め括れました 



 

JD7表彰式 

遂にてっぺん登れました 

 

このクラスはマニュアル車の８６／ＢＲＺがライバルです 

シリーズでは入賞まででしたが、勝ててホッとしました 

 

ＡＴ車で勝利は「快挙」なのでやってきた事が報われました 

多くのサポートなしでは達成出来なかったので、感謝です 



 

JD7クラスを闘ったダートラ仲間の皆さんと 

この皆さんとの情報交換などがあったからこの1年を存分に楽しめました 

 

優勝 小関選手 新型ＢＲＺ（ＡＴ） 

２位 山崎選手 ＧＲ８６（ＭＴ） ※今季全日本チャンピオン 

３位 崎山選手 旧型８６（ＭＴ） ※今季開幕戦で優勝あり 

４位 上野選手 ＧＲ８６（ＭＴ） ※今季北海道で優勝あり 



 

濱元選手と佐藤選手 

濱元さんは初の FR 車での実戦でしたが無事完走 

Women クラスはもっと盛り上げないとダメだと感じました 

来年の JAF カップ inEBISU はリベンジ参戦決定かな？ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ｔｅａｍ－ＫＩＴ（有限会社ケー・アイ・テー・サービスカンパニー） 

代表 小関高幸 

〒373-0024 群馬県太田市上小林町 128-2 

Tel 0276-26-0381 

E-mail info@kit-service.jp 

Web : http://www.kit-service.com/ 

http://www.kit-service.com/

