上州オートクラブ（JAC) ・ スバルモータースポーツグループ（SMSG) ヒストリー
年
S33
S34
S35
S36
S37

西暦
1958
1959
1960
1961
1962

上州オートクラブ主催イベント

ＳＭＳＧ参加イベント

上州オートクラブ員参加イベント

他イベント・状況
・スバル３６０発売
・第１回日本アルペンラリー 開催
・第２回日本アルペンラリー
・第３回日本アルペンラリー
・第４回日本アルペンラリー

S38 1963

・上州オートクラブ設立

S39 1964 ・ＪＡＣジムカーナー開催

・第１回日本グランプリ 鈴鹿
大久保力 総合９位 スバル４５０
小関典幸 総合１０位 スバル４５０
・第５回日本アルペンラリー
小関、高橋組 スバル４５０参戦
・第２回日本グランプリ 鈴鹿
大久保力 クラス１位 スバル４５０
小関典幸 クラス２位 スバル４５０
・第６回日本アルペンラリー
小関、高橋組 スバル４５０参戦

・スバル４５０発売
・第５回日本アルペンラリー

・第６回日本アルペンラリー

S40 1965 ・赤城氷上トライアル開始
S41 1966 ・赤城氷上トライアル開催

S42 1967 ・赤城氷上トライアル開催

・第７回日本アルペンラリー
・第３回日本グランプリ 富士
小関典幸 スバルエンジンの
上州国定フォーミュラーで参戦
・第８回日本アルペンラリー
小関典幸 スバル１０００で総合３位
・第４回日本グランプリ 富士
横山博上州国定フォミュラーで参加
・第９回日本アルペンラリー
久世隆一郎スバル１０００で総合３２位
小関典幸 はリタイア

S43 1968 ・赤城氷上トライアル開催

・第１０回日本アルペンラリー
小関典幸 スバル１０００で総合５位

S44 1969 ・赤城氷上トライアル開催

・第１１回日本アルペンラリー
小関典幸 スバル１０００で総合１４位

S45 1970 ・赤城氷上トライアル開催

・第１２回日本アルペンラリー
久世隆一郎スバルＦＦ１Ｇで総合２位
小関典幸スバル１３００Ｇで総合３５位

S46 1971 ・赤城氷上トライアル開催

・第１３回日本アルペンラリー
久世隆一郎スバルＦＦ１で完走

S47 1972 ・赤城氷上トライアル開催

・第１４回日本アルペンラリー
小関、久世組 レックスで参戦
吉本裕 レオーネで参戦

S48 1973 ・赤城氷上トライアル開催
S49 1974 ・赤城氷上トライアル開催
S50 1975 ・赤城氷上トライアル開催
・赤城氷上トライアル開催

S51 1976 ・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用

S52 1977

07,09,21改

・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用

・第１５回日本アルペンラリー
吉本裕 レオーネで参戦
横瀬友則 レオーネＲＸで参戦
・第１６回日本アルペンラリー
平林武 レオーネＲＸで総合優勝
吉本裕 レオーネＲＸでリタイア
・第１７回日本アルペンラリー
横瀬友則 レオーネＲＸで参戦

・スバル１０００発売
・第８回日本アルペンラリー

・スバル１０００スポーツ発売
・第９回日本アルペンラリー

・第１０回日本アルペンラリー
・スバルＦＦ１発売
・スバルＲ２発売
・第１１回日本アルペンラリー
・スバルＦＦ１ １３０００Ｇ発売
・第１２回日本アルペンラリー
・第１回ＤＣＣＳウインターラリー開催
・スバルレオーネ発売
・第１３回日本アルペンラリー
１３００Ｇクラス優勝
・第１４回日本アルペンラリー
・ＪＭＣ中部５００ｋｍラリー
スバル１３００Ｇ １，２，３
・スバルレックス発売
・レオーネ４ＷＤバン、ＲＸクーペ発売
・ＳＭＳＧ発足
・フィリピンラリー
吉本裕 レオーネ（A３３)で参戦

・第１５回日本アルペンラリー
・レオーネハードトップ発売

・バハ１０００ｋｍラリー 小関典幸
レオーネ で参戦

・第１６回日本アルペンラリー
レオーネＲＸ 平林武総合優勝

・バハ１０００ｋｍラリー 小関典幸
レオーネVAN 4WDで参戦
・サザンクロスラリー 小関 典幸
レオーネハードトップで参戦

・第１７回日本アルペンラリー
ｱｸｼﾃﾞﾝﾄで途中中止

・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
吉本裕参戦（総合３位）

・第１８回日本アルペンラリー
その後中断
・ロンドンシドニー３万ｋｍラリー
小関、高岡、岡崎組がﾚｵｰﾈ４ＷＤで完走
・サザンクロスラリー
吉本、福田組 レオーネで参戦

・赤城氷上トライアル開催

S53 1978 ・全日本ＤＣＣＳウインターラリー

・スバルレオーネ（ＡＢ型）発売

赤城氷上をＳＳとして使用

S54 1979

・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・赤城氷上トライアル開催

S55 1980 ・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
S56 1981
S57 1982
S58 1983

赤城氷上をＳＳとして使用
・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用

・第２７回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
ライベート参戦
車両はスバルレオーネスイングバック
・レオーネスイングバック４ＷＤ発売
・フィリピンラリー（アセアンラリー）
佐藤、福田組、吉本、安海組、
高岡、内山組、吉田、横瀬組
・第２８回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
ライベート参戦
車両はスバルレオーネスイングバック
・第２９回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
ライベート参戦 クラス優勝
・レオーネツーリングワゴン４ＷＤ発売
吉本裕で参戦
ドライバーは平林 武
・第３０回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
ライベート参戦 クラス優勝
・レオーネ４ＷＤターボ発売
アル、ジムカーナーに参戦
ドライバー高橋善信総合６位（ＡＬ５Ｔ）
・第３１回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
ライベート参戦
アル、ジムカーナーに参戦
レオーネ４ＷＤグループＡ優勝、総合５位
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上州オートクラブ（JAC) ・ スバルモータースポーツグループ（SMSG) ヒストリー
年 西暦

上州オートクラブ主催イベント

S59 1984

・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・赤城氷上トライアル開催

S60 1985 ・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・赤城氷上トライアル開催

S61 1986 ・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
S62 1987

赤城氷上をＳＳとして使用
・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・ＪＡＣウインターラリー開催

・第３２回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ ライベート参戦
・ニュージーランドラリー
アル、ジムカーナーに参戦
吉本裕参戦
・第３３回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ ライベート参戦
アル、ジムカーナーに参戦
・ニュージーランドラリー
高橋保夫、吉本裕組 参戦 クラス６位

・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
アル、ジムカーナーに参戦

H1 1989

・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・ＪＡＣウインターラリー開催

・レガシー１０万キロ速度記録にチーム
員が貢献
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
アル、ジムカーナーに参戦

・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
アル、ジムカーナーに参戦

・ＪＡＣウインターラリー開催

H3 1991

H4 1992

・全日本ラリー選手権
伊藤高明がレックスでシリーズ参戦
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
高桑春雄 レガシーで参戦
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
アル、ジムカーナーに参戦
・全日本ラリー選手権
・赤城氷上走行会開催
伊藤高明がＶｉｖｉｏでシリーズ参戦
・全日本ラリーモントレー９２開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
（片品、東村周遊の過酷なラリー）
高桑春雄ﾚｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾁｬｰﾁﾞｬーで参戦
・Ａクラスラリー
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
ＪＡＣサマーラリー開催
アル、ジムカーナーに参戦
・赤城氷上走行会開催
・全日本ラリーモントレー９１開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣオータムラリー開催

H5 1993

・赤城氷上走行会開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣサマーラリー開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣオータムラリー開催

H6 1994

・赤城氷上走行会開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣサマーラリー開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣオータムラリー開催

H7 1995

・赤城氷上走行会開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣサマーラリー開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣオータムラリー開催

・スバルアルシオーネ発売

・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ ・第３５回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
アル、ジムカーナーに参戦
ライベート参戦

S63 1988

・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー

他イベント・状況
・スバルジャスティー発売
・スバルレオーネ（ＡＡ型）発売
・ＮＥＷレックス発売

・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ ・第３４回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
・レオーネ４ＷＤ ３ドアクーペ発売
アル、ジムカーナーに参戦
ライベート参戦

・赤城氷上トライアル開催
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
赤城氷上をＳＳとして使用
・ＪＡＣウインターラリー開催

H2 1990 赤城氷上をＳＳとして使用

ＳＭＳＧ参加イベント

上州オートクラブ員参加イベント

07,09,21改

・第３６回サファリラリーにＳＭＳＧとしてプ
ライベート参戦
・ＷＲＣオリンパスラリー
奥平、横瀬組 レオーネで参戦
・パイクスピークヒルクライム
奥平紳一郎 ジャスティターボで参戦
横瀬友則 レオーネで参戦
・レガシー１０万キロ速度記録にチーム員
が貢献
・パイクスピークヒルクライム
小関典幸 ﾚｯｸｽｽｰﾊﾟｰﾁｬｰｼﾞｬｰで参戦
横瀬友則 アルシオーネで参戦
・ＷＲＣラリーオーストラリア
鳥羽、横瀬組レオーネ（ＡＡ５）で参戦
・レガシー１０万キロ速度記録にチーム員
が貢献
・第３８回サファリラリー
スバルディーラーメカニック プロジェクト
スタート レガシー初参戦グループＮ優勝
ドライバーはパトリックジル・マルクアレ
ン・ポッサムボーン
・ＷＲＣラリーオーストラリア
鳥羽、横瀬組レガシーで参戦

・ｽﾊﾞﾙﾃｸﾆｶｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱設立

・スバルレガシー発売
・レックス５５０ｃｃ発売
・スバル研究試験センター完成

・スバルワールドラリーチームスタート
・レックス６６０ｃｃ発売

・第３９回サファリラリー
グループＮ優勝 総合６位
・ＷＲＣラリーオーストラリア
ディーラーメカニック
鳥羽、横瀬組レガシーで参戦

・アルシオーネＳＶＸ発売

・第４０回サファリラリー
ディーラーメカニック
グループＮ３年連続優勝
・ＷＲＣラリーオーストラリア
鳥羽、横瀬組レガシーで参戦

・インプレッサ ニュルブルクリンク
タイムアタック
・スバルＶｉｖｉｏ発売
・スバルインプレッサ発売

・第４１回サファリラリー
ディーラーメカニック
Ｖｉｖｉｏで参戦 クラス優勝
ドライバーは コリンマクレー ・
パトリックジル ・ 石田正史
・ラリーｏｆマレーシア
ＳＭＳＧチームとしてＶｉｖｉｏ７台参戦
クラス優勝は高桑、吉本組
・第４２回サファリラリー
ディーラーメカニック
インプレッサ初参戦 クラス優勝
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
ドライバーはリチャードバーンズ・
高桑春雄Ｖｉｖｉｏで参戦
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ パトリックジル
・ラリーｏｆマレーシア
アル、ジムカーナーに参戦
ＳＭＳＧチームとしてＶｉｖｉｏ６台参戦
クラス優勝小関高幸
・モンテカルロラリー 参戦
Ｄｒ カトリンガー（FIA) インプレッサW
・第４３回サファリラリー
ディーラーメカニック
・ﾒｰﾊｲﾗﾝﾄﾞSSﾊﾟｰｸオープンに伴いJAC インプレッサ初参戦 クラス優勝
ドライバーはリチャードバーンズ・
メンバー協力
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ パトリックジル・三好秀昌
伊藤高明はＶｉｖｉｏで涙の完走
アル、ジムカーナーに参戦
・ラリーｏｆマレーシア
ＳＭＳＧチームとしてＶｉｖｉｏ６台参戦
世界初レディースチーム結成
森山みずほ、中台朋子組
・レガシーワゴン世界最速記録挑戦
・全日本ラリー選手権
伊藤高明がＶｉｖｉｏでシリーズ参戦
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
高桑春雄Ｖｉｖｉｏで参戦
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ
アル、ジムカーナーに参戦

2 / 3 ページ

・Newレガシーワゴン世界最速記録
・Ｎｅｗレガシー（ＢＧ型）発売
・ラリーＮＺ レガシーＷＲＣ初優勝
コリン・マクレー
・１０００湖ラリー
インプレッサデビュー
アリバタネン２位

・アクロポリスラリー ＣＧ８総合優勝
カルロスサインツ
・ラリーＮＺ マクレー２年連続優勝
ＲＡＣラリー マクレー優勝

・Ｖｉｖｉｏビストロ発売
・モンテカルロラリー サインツ優勝
・ポルトガルラリー サインツ優勝
・カタルニアラリー サインツ１位
マクレー２位 リアッティー３位
・ＷＲＣドライバー マニュファクチャー
タイトル獲得
・ﾒｰﾊｲﾗﾝﾄﾞSSﾊﾟｰｸ オープン

上州オートクラブ（JAC) ・ スバルモータースポーツグループ（SMSG) ヒストリー
年 西暦

H8 1996

H9 1997

H10 1998

上州オートクラブ主催イベント

他イベント・状況

・赤城氷上走行会開催
・Ａクラス、埼玉群馬ラリー
ＪＡＣサマーラリー開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣオータムラリー開催

・モンテカルロラリー ＶＩＶＩＯ ３台参戦
Ｄｒ カトリンガー（FIA) . ,Dr・ヨルゲン
バース(総合１６位）
・第４４回サファリラリー
ディーラーメカニック
・全日本ＤＣＣＳウインターラリー
インプレッサ初参戦 クラス優勝
高桑、鈴木組 ビストロＣＶＴで参戦
・多くのクラブ員が、ラリー、ダートトライ ドライバーはパトリックジル・三好秀昌
ディーラーメカのサファリ参戦終了
アル、ジムカーナーに参戦
・ラリーｏｆマレーシア
ＳＭＳＧチームとしてＶｉｖｉｏ５台参戦
・高山短期大学ラリーオーストラリア参戦
高桑、立松組 インプレッサで参加

・フォレスター インディーサーキット
タイムアタック
・サンレモラリー マクレー優勝
・カタルニア
マクレー１位 リアッティー２位

・赤城氷上走行会開催
・Ａクラス、埼玉群馬ラリー
ＪＡＣサマーラリー開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣオータムラリー清里で開催

・ニュージーランドラリー
河野知二 河野恵参戦
・作家立松和平が顧問を務める環境ボ ・ラリーｏｆマレーシア
ランティア「足尾に緑を育てる会」に協力 ＳＭＳＧチームと高山短大チームが合流
してＶｉｖｉｏを５台参戦させる
を始める
クラス優勝は高桑、山崎組
・Ａクラスラリーシリーズ
・高山短期大学ラリーオーストラリア参戦
吉本、中台組がシリーズ参戦
高桑、山崎組 インプレッサで参加
鳥羽、船木組 インプレッサで参加

・フォレスター発売
・モンテカルロ リアッティー優勝
・スウェディッシュラリーエリクソン優勝
・サファリラリー マクレー優勝
・ツールドコルス
マクレー優勝
・ラリーＮＺ
エリクソン優勝
・サンレモラリー １、２フィニッシュ
・ラリーオーストラリア マクレー優勝
・ＲＡＣラリー
マクレー優勝
・３年連続マニュファクチャー優勝獲得

・赤城氷上走行会開催
・Ａクラス、埼玉群馬ラリー
ＪＡＣサマーラリー開催
・Ａクラスラリー
ＪＡＣオータムラリー開催

・Ａクラスラリーシリーズ
吉本、中台組がシリーズ参戦
・全日本ＭＣＳＣハイランドマスターズ
高桑春雄、鈴木博組ビストロで参戦

H11 1999 ・ＪＡＣラリー開催

・赤城氷上走行会開催

・全日本ＭＣＳＣハイランドマスターズ
高桑春雄、鈴木博組ＧＣ８で参戦

H12 2000 ・赤城氷上走行会開催

・全日本ＭＣＳＣハイランドマスターズ
高桑春雄、鈴木博組ＧＣ８で参戦

H13 2001 ・赤城氷上走行会開催 終結

・全日本ＭＣＳＣハイランドマスターズ
高桑春雄、鈴木博組ＧＤＢで参戦

・赤城氷上群馬県企業局との調整
・ＡＰＲＣラリー北海道
により開催できず。

H14 2002 ・ＪＡＣメンバー３名で シャモニーア 高桑春雄・ポールフリントフ組参戦
イスレースを視察

H15 2003 ブ有志が共同でＢＩＣＣを開設

・ＡＰＲＣラリー北海道
高桑春雄・ポールフリントフ組参戦
・ＢＩＣＣ氷雪上走行会開催

H16 2004

・ＢＩＣＣ氷雪上走行会開催
・第１回嬬恋ｽﾉｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催

・ＪＡＣメンバー有志と浅間ＭＳクラ

H17 2005 吉本 裕 → 小関高幸

・代表者変更

・ＢＩＣＣ氷雪上走行会開催
・第２回嬬恋ｽﾉｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催

H18 2006

・ＢＩＣＣ氷雪上走行会開催
・第３回嬬恋ｽﾉｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催
・ＢＩＣＣ氷雪上走行会開催
・BICC Snow & Ice Rally開催
・第４回嬬恋ｽﾉｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催

H19 2007

ＳＭＳＧ参加イベント

上州オートクラブ員参加イベント

07,09,21改

・第４６回サファリラリー
ＳＭＳＧフォレスター参戦
ドライバーは小関高幸
・ラリーｏｆマレーシア
ＳＭＳＧチームとしてＶｉｖｉｏやインプレッサ
を５台参戦させる
・高山短期大学ラリーオーストラリア参戦
高桑、鈴木組 インプレッサで参加
船木、依田組 インプレッサで参加
・ラリーｏｆマレーシア
ＳＭＳＧチームとしてＶｉｖｉｏやインプレッサ
を５台参戦させる
・高山短期大学ラリーオーストラリア参戦
高桑、鈴木組 インプレッサで参加
・ＷＲＣラリーオーストラリア
船木、青山組参戦
・ラリーｏｆマレーシア ＳＭＳＧチームとし
てインプレッサを５台参戦させる
・第４８回サファリラリー
ＳＭＳＧによる参戦 ドライバーはサラ
ディンマズラン・小西重幸
・ＡＰＲＣマレーシアラリー
和田、山口組 参戦
・高山短期大学ラリーオーストラリア参戦
高桑、鈴木組 インプレッサで参加
・ＡＰＲＣラリーキャンベラ
・ＡＰＲＣラリーロトルア
高桑春雄・園田裕康組参戦
・第４９回サファリラリー
レディースチーム参戦 大井、高橋組
・高山短期大学ラリーオーストラリア参戦
高桑、ポール組 ＧＤＢで参加
・ＷＲＣラリーオーストラリア
船木 良、園田裕康 参戦
・ＡＰＲＣラリーキャンベラ
・ＡＰＲＣラリーロトルア
高桑春雄・ポールフリントフ組参戦
・ＷＲＣラリーオーストラリア
船木 良、園田裕康 参戦
・ＷＲＣラリーオーストラリア
船木 良、園田裕康 完走
・ＡＰＲＣラリータイランド
高桑春雄・ポールフリントフ組参戦
船木 良、園田裕康組参戦
・パイクスピークヒルクライム２００４
ロビーアンサーがドライブしＳＭＳＧインプ
レッサが参戦 総合優勝
・ＷＲＣラリーオーストラリア
船木 良、園田裕康 参戦
・ＷＲＣラリーオーストラリア
チーム・パワーオブ・ラブとして参戦
河野知二、河野 恵 完走
船木 良、園田裕康 完走
・ＷＲＣラリーオーストラリア
船木 良、園田裕康 参戦
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・レガシー（ＢＨ型）発売
・プレオ発売

・インプレッサ（ＧＤ型）発売

・第１９回ＦＩＡ日本アルペンラリー開催
群馬県嬬恋村で２５年ぶりに再開
・ＦＩＡラリー北海道開催

・ニューフォレスター発売
・第２０回ＦＩＡ日本アルペンラリー開催
・ＡＰＲＣラリー北海道が開催
・レガシー（ＢＰ型）発売
・第２１回ＦＩＡ日本アルペンラリー開催
・ＡＰＲＣラリー北海道が開催

・ＷＲＣ ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ開催

・ＷＲＣ ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ開催
・ＷＲＣ ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ開催
・ニューインプレッサ発売
・ＷＲＣ ＲＡＬＬＹ ＪＡＰＡＮ開催

