
2021年 JMRC近畿シリーズ表彰者2021年 JMRC全国オールスター チャンピオンリスト

【ジムカーナ部門】

チャンピオンシリーズ

クラス 順　位 表彰対象者

BR1

チャンピオン 川那辺　学

第 2位 廣瀬　成章

第 3位 太田　雅喜

BR2 チャンピオン 寺谷　正樹

BR3

チャンピオン 間瀬戸 勇樹

第 2位
中村　　寛

佐藤　英也

BR4
チャンピオン 北村　　健

第 2位 森橋　和也

2PD 不成立

PN1

チャンピオン 古田　公保

第 2位 小野　圭一

第 3位 奥　　浩明

第 4位 藤田　哲也

第 5位 鈴木　　亮

第 6位 川西　　努

PN2

チャンピオン 福尾　成泰

第 2位 喜多　治人

第 3位 武田 あきひと

PN3

チャンピオン 福永　隆一

第 2位 黒田　有一

第 3位 陰地　哲雄

PN4
チャンピオン 小玉　知司

第 2位 田北　一賀

SB1
チャンピオン よこ山 弘之

第 2位 能勢　健司

SB2 チャンピオン 中山　　務

SB3

チャンピオン 前田　　忍

第 2位 野田　太一

第 3位 平口　貴之

SB4

チャンピオン 石田　忠義

第 2位 辰巳　浩之

第 3位 高木　健司

L

チャンピオン 辰巳　知佳

第 2位 清水　浩子

第 3位 平野　信子

ミドルシリーズ

クラス 順　位 表彰対象者

BR1

チャンピオン 本山　正悟

第 2位 阿部　泰三

第 3位 山村　一真

第 4位 阿波　俊之

第 5位 西川　澪良

第 6位 本山　泰久

BR2

チャンピオン 寺谷　正樹

第 2位 稲上　佳彦

第 3位 西野尾 吉治

第 4位 古川　雅崇

第 5位 北野　功典

BR3

チャンピオン 部坂　剣大

第 2位 松川　周平

第 3位 杉﨑　和彦

BR4

チャンピオン 北村　　健

第 2位 西川　佳廣

第 3位 中川　健二

2PD
チャンピオン 段上　泰之

第 2位 河口　史彦

PN2

チャンピオン 胸元　貴大

第 2位 唐津　貴宏

第 3位 平林　雅之

第 4位 神野　洋吏

第 5位 和田　亘矢

第 6位 道下　貴広

PN4 不成立

【ジムカーナ部門】

2021年 JAFカップ／ JMRC全国オールスターチャンピオン（開催地区：中部）

JG8 斉藤　邦夫 関東

JG7 仲川　雅樹 中部

JG6 徳武　銀河 関東

JG5 片山　誠司 関東

JG4 田中　康一 四国

JG3 山本　太郎 中部

JG2 藤井　雅裕 中国

JG1 飯坂　忠司 近畿

Women 渡邉　千尋 中部

FD 五十嵐 豊光 中部

箱D 松本　　敏 中部

【ダートトライアル部門】

2021年 JAFカップ／ JMRC全国オールスターチャンピオン（開催地区：中部）

RWD 寺田　　伸 中部

JD9 太田　智喜 中国

JD8 中島　孝恭 中部

JD7 岡　　翔太 近畿

JD6 伏見　浩二 中部

JD5 井之上　優 関東

JD4 マイケルティー 中部

JD3 山崎　迅人 近畿

JD2 吉村　　修 近畿

JD1 鎌田　卓麻 北海道

【ラリー部門】

第15回ＪＭＲＣ全国オールスターラリーフェスティバル（開催地区：北海道）

クラス ドライバー コ・ドライバー 地区

R-1 山田　健一 竹下　紀子 北海道

R-2 小館　優貴 福田　智治 関東

R-3 松倉　拓郎 尼子　祥一 北海道

R-4 山本　雄紀 橋本　美咲 近畿

78 79



【ラリー部門】

ＳＳラリーシリーズ

クラス 順　位
表彰対象者

ドライバー コ・ドライバー

DE-1 チャンピオン
籠本　健吾 籠本　政道

T・O・F T・O・F

DE-2

チャンピオン
中野　敬太 森井　康貴

TEAM CASTLE Team Shindai

第 2位
廣嶋　　真 廣嶋　　浩

FERIAS FERIAS

DE-5

チャンピオン
山本　雄紀 松井　弘成

RMC-KUAC Team CATS

第 2位
中井　育真 和田　　翼

RMC-W Team Shindai

第 3位
関根　康生 藤澤　　進

SYMPHONY Quattro

DE-6

チャンピオン
高田　幸治 松岡　陽一

T・O・F TEAM PORT

第 2位
松浦　順子 本山　佳奈

TEAM PORT T・O・F

アベレージラリーシリーズ

クラス 順　位
表彰対象者

ドライバー ナビゲーター

総合

チャンピオン
有川　和正 藤嶋　義孝

TEAM TORTUE TEAM FINALIST

第 2位
松井　弘成 信田　由美

Team CATS GRASS

第 3位
石田　芳道 上垣　秋広

DCCS HITAC

【ダートトライアル部門】

チャンピオンシリーズ

クラス 順　位 表彰対象者

RWD

チャンピオン 田中　淳平

第 2位 島田　正樹

第 3位 西岡　章夫

AE・
PN

チャンピオン 千賀　達也

第 2位 福田　剛

第 3位 久志本 登喜男

N1

チャンピオン 正木　宏和

第 2位 坂田　　智

第 3位 前　　博人

N2

チャンピオン 辰巳 浩一郎

第 2位 木村　剛士

第 3位 清水　孝憲

S1

チャンピオン 増田　拓己

第 2位 眞砂　徳亮

第 3位 今村　太亮

S2

チャンピオン 藤本　　隆

第 2位 寺岡　知展

第 3位 大下　　剛

D

チャンピオン 小川　浩幸

第 2位 岡田　　誠

第 3位 絹川　雅之

ジュニアシリーズ

クラス 順　位 表彰対象者

J1500

チャンピオン 山本　剛己

第 2位 藤原　尚哉

第 3位 長瀬　　章

J1

チャンピオン 阪本　大樹

第 2位 三島 真太郎

第 3位 星住　祐弥

J2

チャンピオン 松下　拓未

第 2位 矢木野 昌俊

第 3位 上土井 康朗

80 81


