
MCFAJ スプリント   =181 台
120 分耐久：MAX　 =14 チーム（37 台）
120 分耐久：MCFAJ=14 チーム（38 台）
L.O.C. スプリント     =  62台

総出走台数               =318台

赤字部分が印刷物からの追加・訂正箇所です

　平成２4 年 6 月17 日    　　　　　　　　 富士スピードウェイ     　  　　　　　  　　参加台数

●タイムスケジュール 06：30 〜 08：00 参加受付（プログラム配布）
 　　 07：00 〜 09：30  公式車両検査
 　　 07：25 〜 07：40 　 開会式＆ライダースミーティング　 
 タイムアタック／フリー走行

 　スタート前チェック タイムアタック クラス 
①　07：45 までに集合 08：00 〜 08：10  サイドカー FⅠ(5)/FⅡ(4)
②　08：05 までに集合 08：20 〜 08：30 GP-E125(9)/GP-N125(2)/NEO-250(6)・Ⅲ-A(7)・Ⅲ-B(4)/
   2&4- クラブマントロフィー (10)
③　08：25 までに集合 08：40 〜 08：50  E アンリミテッド (8)/ N アンリミテッド (10)/CSTT(4)/EP600(6)/NP600(7)
④　08：45 までに集合 09：00 〜 09：10 NP150(5)/S12(2)/
   COTT-E90(4)・N90(7)・E50(7)・N50(3)/ドリーム 50(1)
⑤　09：05 までに集合 09：20 〜 09：30 SM80's-A(4)・B(4)/ オーバー 40-GP(8)- セニア(7)
⑥　09：25 までに集合 09：40 〜 09：50  LOC- ウルトラライトウェイト (2)/ ライトウェイト A(9)・B(5)/
   ジュニアA(7)・B(4)/ セニアA(8)・B(7)/PRE1950(1)
⑦　09：45 までに集合 10：00 〜10：15 富士 MAX10-120 分耐久レース with MCFAJ・タイムアタック(28 チーム )
⑧　10：05 までに集合 10：25 〜10：35 CSSC-OPEN(7)/AVCC-MDF-A(7)・B(4)/STOCK-A(1)・B(7) 
   LOC- ヘビーウェイト A(5)-B(8)/ヘビーウェイトオープン B(6)/
⑨　10：25 までに集合 10：45 〜10：55  COTT-N250(2)・E125(11)・N125(8)
⑩　10：50 までに集合 11：05 〜11：15  富士 MAX10-120 分耐久レース with MCFAJ・フリー走行 ( ピットレーンスタート）
◆リタイヤ引き上げ（10 分）

決勝レース

　　スタート前チェック スタート〜ゴール 周回  クラス 
①　10：55 までに集合 11：25 〜11：45 8 周  GP-E125/GP-N125/NEO-250・Ⅲ-A・Ⅲ-B/
     2&4- クラブマントロフィー  
②　11：25 までに集合 11：55 〜12：15 8 周  E アンリミテッド/N アンリミテッド/CSTT/EP600/NP600
③　11：55 までに集合 12：25 〜12：42 6 周  NP150/S12/ドリーム 50/
     COTT-E50・N50・E90・N90
④　12：22 までに集合 12：52 〜13：09 7 周  SM80's-A-B/ オーバー 40-GP- セニア　
◆リタイヤ引き上げ（8 分）
⑤　12：47 までに集合 13：17〜13：35 7 周  サイドカー FⅠ/FⅡ
⑥　13：15 までに集合 13：45 〜14：00 6 周  LOC- ウルトラライトウェイト/ ライトウェイト A-B/
     ジュニアA/ セニアA-B/PRE1950
⑦　13：40 までに集合 14：10 〜14：25 6 周  COTT-E125・N125・N250
⑧　14：05 までに集合 14：35 〜14：50 6 周  CSSC-OPEN/AVCC-MDF-A・B/STOCK-A・B/
     LOC- ヘビーウェイト A・B/ヘビーウェイトオープン B
◆リタイヤ引き上げ（10 分）
⑨　14：30 までに集合 15：00 〜17：00 120 分 富士 MAX10-120 分耐久レース with MCFAJ

※上記スケジュールは変更の可能性もあります。正式にはライダースミーティングおよび放送で発表します。

＜協賛スポンサー各社様＞
（財）JKA オートレース事業所 / ㈱アライヘルメット/ ㈱アールエス タイチ/ ㈲ NUTEC Japan/ ㈱ウエストウッド井原商会 /
オレンジワークス / ㈱協和興材（マイクロロン）/ ㈱クシタニ東京 / ㈲小寺自動車販売 / ㈱榮技研 /トタル ･ルブリカンツ･
ジャパン㈱ / 住友ゴム工業㈱ / 日本特殊陶業㈱ / ㈱パールイズミ / ㈱ブリヂストン/ ㈱フォトクリエイト/ ㈲モトショップ・タグチ
/ ㈲モータープロダクト・ヤジマ/ ㈱和光ケミカル / テクノイル・ジャポン K・K/ ㈱新栄 - ラビット三鷹 / エッソ関町 SS/
エッソニュー小宮 SS/TR カンパニー /YSP 西東京 / コーヒー・ショップ芳豆樹 / スウィング/ 他  　　　　　          順不同
●プログラミングソフト・システム開発（株）アンリミテッドコーポレーション　●制作：Nakane Design Office　●印刷：（株）雄恒社

(2012.06.14 更新 )
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2012 CLUBMAN ロードレース第 2 戦  



No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

サイドカーFⅠ・FⅡ
タイムアタック① 08：00 〜 決勝⑤スタート 13：17 〜／周回数：7 周 

サイドカーFⅠ	 	 参加：5台／入賞 : 2位	 	 	 	 	
1 小林 茂雄 (DRI)  ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾞｵ 49 Team KOBAYASHI '95 WINDLE-ZZR 
 中山 敏人 (PAS)  ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾋﾄ 47 Team KOBAYASHI   
5 吉野 晴夫 (DRI)  ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 52 RST エフェクタ '92 LCR-HONDA 
 辻 崇 (PAS)   ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 40 RST エフェクタ   
7 大関 政広 (DRI)  ｵｵｾﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 47 Team OZEKI '01 LCR-GSX-R1200 
 平戸 直紀 (PAS)  ﾋﾗﾄ ﾅｵｷ 34 Team OZEKI   
8 中川 穣二 (DRI)  ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ 53 Rising Sun Racing '88 WINDLE-R1 
 日比野 千春 (PAS)  ﾋﾋﾞﾉ ﾁﾊﾙ  Rising Sun Racing   
9 粕谷 悦次 (DRI)  ｶｽﾔ ｴﾂｼﾞ 54 Team 赤蜻蛉 '01 LCR-GSX-R1000 
 大木 秀高 (PAS)  ｵｵｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 47 Team 赤蜻蛉   

サイドカーFⅡ	 	 参加：4台／入賞 : 1位	 	 	 	 	
22 千村 仁一郎 (DRI)  ﾁﾑﾗ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 42 Rising Sun Racing '90 TIM-HONDA-599 
 森田 博一 (PAS)  ﾓﾘﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 37 Rising Sun Racing   
25 清野 正光 (DRI)  ｾｲﾉ ﾏｻﾐﾂ 56 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  MR- ｴｷｯﾌﾟ -599 
 阿島 高昭 (PAS)  ｱｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 34 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ   
66 渡辺 正人 (DRI)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 48 Rising Sun Racing '07 LCR-F2-KUMANO 
 安田 武司 (PAS)  ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 33 Rising Sun Racing   
76 佐藤 征司 (DRI)  ｻﾄｳ ﾏｻｼ 41 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  YZF-KZ750 
 栗原 亨 (PAS)   ｸﾘﾊﾗ ﾄｵﾙ 37 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ   

Side Car-FⅠ・
FⅡ

4

E&N

■サイドカー
　F1　　　　　排気量：4st.〜1300cc/2st.〜750cc  赤地×白文字
　F2　　　　　／コンプリートレーサーは500ccまで  白地×黒文字

■GPクラス（純レーサー）
　GP-E125 2st. 101〜125cc/4st. 200〜250cc　 E 赤地×白文字
　GP-N125 (GP-MONO&NSF250R)　 N 黒地×白文字

■ CLUBMAN NEO  PRODUCTION（クラブマン・ネオ・プロダクション）白地×黒文字
NEO-250：2012 年までに市販された単気筒〜 2 気筒・4 スト 250cc

（車両例）H-CBR250R・VTR250・旧 VTR250（キャブ仕様）・
　　　　　スパーダ 250/Y-SRX250/S-GSX250E/
　　　　　K-GPZ250R(NINJA)・D-TRACKER・GP-Z250 など
NEO- Ⅲ -A：2 スト、4 スト問わず一般市販車 195 〜 250cc 
　　　　　※改造範囲は 2011 NEO- Ⅲ規定と同様

（車両例）H-NSR250/Y-FZ250・TZR250/S-RGV250 γなど
NEO- Ⅲ -B：2 スト、4 スト一般市販車 251 〜 400( 単気筒は 660) cc
　　　　　※改造範囲は 2011 NEO- Ⅲ規定と同様

（車両例）H-CB400SF/Y-SRX400・600/S-GSX400・DRZ400SM/
　　　　　K-GPZ400・ZZ-R400・RZ350R など

■車両規定：MCFAJ基本仕様に合致すること。
●排気量：2st.〜85ccまで、4st.〜170ccまで。改造自由。
●タイヤ：16インチ以上。
●ゼッケンプレート：赤地に白文字とする。

2&4クラス

S12クラス

NP150クラス

■車両規定：2&4と同様。
●排気量：2st.〜85ccまで、4st.〜170ccまで。
●タイヤ：12インチレーシングタイヤのこと。
●ゼッケンプレート：白地に黒文字とする。

■CBR150およびYZF-R15を対象と
　したクラス
●MCFAJ基本仕様に合致すること。
●ゼッケン：黄色地に黒文字とする。

YSP西東京
住所 ：〒 177-0052 東京都 西東京市 田無町 6-5-19
TEL  ：042-497-6293 ／ FAX ：042-497-6294
定休日 ：水曜日／営業時間：AM 10:00 〜 PM 7:00
URL ：http://yspnishitokyo.com/



No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

GP-E&N125/NEO	250・Ⅲ -A・Ⅲ -B/2&4-CTT
タイムアタック② 08：20 〜 決勝①スタート 11：25 〜／周回数：8 周 

GP-E125	 	 参加：9台／入賞:	3	位	 	 	 	 	
1 岡田 伸幸  ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 45 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '98 H-RS125R (BS)
4 草柳 充之  ｸｻﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾕｷ 44 RC Hill Billy '97 H-RS125R (DL)
6 木村 一弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 48 RACING HORNET '97 H-RS125R (DL)
8 清田 裕司  ｷﾖﾀ ﾕｳｼﾞ 38 静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽ + 望月喜十朗 '04 H-RS125R (DL)
10 荒川 淳  ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ 50 RACING HORNET '97 H-RS125R (BS)
11 越猪 友美子  ｵｵｲ ﾕﾐｺ  ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '01 H-RS125R (BS)
13 石川 武  ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 46 TEAM WIN-JACK '95 H-RS125R (BS)
15 鈴木 直樹 (06/17) ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 40 Team SMOKY '10 H-RS125R (DL)
38 小川 亨 (06/17) ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 44 MUSASHI RACING '12 H-NSF250R-PP (BS)
GP-N125	 	 参加：2台／入賞:	1	位	 	 	 	
18 寺田 敏保  ﾃﾗﾀﾞ ﾄｼﾔｽ 48 新 撰 組 '00 H-RS125R (BS)
93 舩越 勲 (06/17) ﾌﾅｺｼ ｲｻｵ 37 ﾑﾄｰﾃｸﾆｶﾙｻﾌﾟﾗｲ & S. ∀ .R.C '07 H-GPMR250X (BS)
NEOプロダクション	250	 参加：6台／入賞:	2	位	 	 	 	
53 日原 恵  ﾋﾊﾗ ｻﾄｼ 67 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '88 H-VT250-SPADA (DL)
54 岡本 亜土  ｵｶﾓﾄ ｱﾄﾞ 47 ＴＫ -Square '10 K-Ninja250R (PI)
55 高橋 伸明  ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 43 ＴＫ -Square '12 H-CBR250R (DL)
56 鈴木 一郎  ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 62 ﾁｰﾑ日本橋 '92 S-GOOSE250 (DL)
68 横山 悟  ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 49 クラブ バズ ライダーズ '09 K-Ninja250R (DL)
101 村松 裕見  ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾐ  大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '86 H-VT250F (BS)
NEOプロダクションⅢ-A	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	
32 池西 由成 (06/17) ｲｹﾆｼ ﾖｼﾅﾘ 38 TEAM ZAMAER'S '95 Y-TZR250SPR (BS)
42 青木 一雄  ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 60 ﾁｰﾑ ･ ﾊｲ ･ ｽﾋﾟｰﾄﾞあおき '84 Y-SRX250F (DL)
52 西川 貢司  ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 38 静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽ + 望月太喜十朗 '92 H-NSR250R (PI)
60 望月 修司  ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 58 静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽ + 望月太喜十朗 '88 Y-FZR250 (DL)
64 尾台 義明  ｵﾀﾞｲ ﾖｼｱｷ 44 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '89 Y-TZR250 (BS)
87 落合 弘  ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 51 オートガレージ多摩 '83 Y-RZR250 (DL)
96 太田 のり子  ｵｵﾀ ﾉﾘｺ  静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽｸﾗﾌﾞ '91 S-GSX250S 刀 (DL)
NEOプロダクションⅢ-B	 参加：4台／入賞:	1	位	 	 	 	
61 日髙 慎介  ﾋﾀﾞｶ ｼﾝｽｹ 63 ｶﾜｾﾐ ･ ﾚｰｼﾝｸﾞ ･ ｸﾗﾌﾞ '79 shima- ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾊﾞｰⅢ (DL)
95 藤元 正博  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 59 日東モータース '96 ﾍﾞﾙｶﾞﾙﾀﾞ Y-SZR660 (DL)
88 名取 秀  ﾅﾄﾘ ｼｭｳ 43 オートガレージ多摩 '97 Y-FZ400 (BS)
89 武内 勲  ﾀｹｳﾁ ｲｻｵ 44 オートガレージ多摩 '05 Y-SR400 (DL)
2&4-クラブマントロフィー	 参加：10台／入賞:	3	位	 	 	 	
20 村尾 厚志 (06/17) ﾑﾗｵ ｱﾂｼ 54 単車工房道楽 '95 H-CBR150RS (BS)
21 内山 泰 (06/17) ｳﾁﾔﾏ ﾔｽｼ 42 RR-1Day-Lisence '04 H-CR85 (BS)
25 矢萩 一男  ﾔﾊｷﾞ ｶｽﾞｵ 46 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '90 H-CRS85 (BS)
34 斉藤 一男 (06/17) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 56 単車工房道楽 '95 H-CBR50RS (BS)
40 黒米 晃一 (06/17) ｸﾛｺﾞﾒ ｺｳｲﾁ 39 ﾊﾟﾜｰﾊﾟｲﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '12 PP- 特攻一番機 (BS)
47 斉藤 孝弘  ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 46 NOGARO RACING '00 PP-CB150R (BS)
59 小寺 寛之  ｺﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 26 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '91 H-CRS85 (BS)
62 藤巻 光 (06/17) ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 38 ﾊﾟﾜｰﾊﾟｲﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞ '10 H-CHEVALLIER 841 (BS)
63 池野 史典  ｲｹﾉ ﾌﾐﾉﾘ 49 NOGARO RACING '92 PP-PNF 
71 馬場 隆 (06/17) ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｼ 43 ﾊﾟﾜｰﾊﾟｲﾌﾟ　ﾚｰｼﾝｸﾞ '11 PP- Ｙ Z vip 号 (BS)
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賞典は決勝結果発表後、約 30 分以降にお渡しします
入賞された方はお早めに大会本部までお越しください。代理の方でも結構です。

※暫定表彰で表彰台に上られても入賞枠に入ってない場合もあります。出走クラスの入賞順位をご確認ください。

※装着タイヤ略称例 =（BS）ブリヂストン／（DL）ダンロップ／（PI）ピレリ／（MI）ミシュラン／ (ME) メッツェラー／（AV）エイボン
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

Eアンリミ /Nアンリミ /CSTT/EP600/NP600
タイムアタック③ 08：40 〜 決勝②スタート 11：55 〜／周回数：8. 周 

Eモンスターアンリミテッド	 参加：8台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
1 久保 時彦  ｸﾎﾞ ﾄｷﾋｺ 60 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '06 Y-YZF-R1 (PI)
9 高原 昌幸  ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 42 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ + ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ '09 Y-YZF-R1 (DL)
10 吉野 倫夫  ﾖｼﾉ ﾐﾁｵ 45 RT.Remotion '08 H-CBR1000RR (DL)
26 吉岡 俊也  ﾖｼｵｶ ﾄｼﾔ 49 ﾘﾘｶ AMENA '08 K-ZX-10R (PI)
31 佐藤 潤  ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 49 RF.Team Jun ＆ RS カタクラ '08 Y-YZF-R1 (BS)
98 西川 暢行  ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 44 津久井オート &KJR '07 S-GSX-R1000 (DL)
119 佐藤 武美 (06/17) ｻﾄｳ ﾀｹﾐ 41 SUSKENE-R&FK '05 S-GSX-R1000 
186 中村 勇志 (06/17) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼ 25 ﾚﾝﾀﾙﾊﾞｲｸ横浜 ･ 丸富ｵｰﾄ '09 KTM-1190 RC8R (PI)
Nモンスターアンリミテッド	 参加：10台／入賞:	3	位	 	 	 	
3 中川 敏  ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 43 津久井オート &KJR '10 BMW-S1000RR (DL)
50 武村 誠  ﾀｹﾑﾗ ﾏｺﾄ 39 ﾘﾘｶ AMENA '09 Y-YZF-R1 (DL)
51 水津 英彦  ｽｲﾂﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 47 Team PRIZE '08 Y-YZF-R1 (DL)
58 鈴木 隆則 (06/17) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 38 ﾚｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ﾍﾞｱｰ '09 S-GSX-R1000 (DL)
81 小沢 淳一 (06/17) ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 45 YSP 富士吉田 & ひぐらし '09 Y-YZF-R1 (BS)
97 石井 達也  ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 44 ﾘﾘｶ AMENA '06 S-GSX-R1000 (DL)
99 波田 桂治郎  ﾊﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 42 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ  BMW-S1000RR (DL)
120 露木 哲也  ﾂﾕｷ ﾃﾂﾔ 37 津久井オート &KJR '10 BMW-S1000RR (BS)
131 古屋 裕司  ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 42 ﾘﾘｶ AMENA '09 S-GSX-R1000 (DL)
183 中田 裕之 (06/17) ﾅｶﾀ ﾋﾛﾕｷ 47 WISTERIA '09 S-GSX-R1000 (DL)
CSTT	 	 参加：4台／入賞:	1	位	 	 	 	
8 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 44 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ＆住地総建ﾁｰﾑ '07 DUCATI-1098S (PI)
48 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 46 FREEDOM '08 DUCATI-1098R (PI)
54 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 46 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '00 H-VTR1000SP1 (BS)
55 石毛 弘治  ｲｼｹﾞ ｺｳｼﾞ 36 Ｂ . Ｃ . Ｒ '05 DUCATI-999R (PI)
Eプロダクション600	 	 参加：6台／入賞:	2	位	 	 	 	
13 小沢 勝彦  ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 47 ﾚｲｸｽ SUWA '06 H-CBR600RR (PI)
32 大西 智  ｵｵﾆｼ ｻﾄﾙ 37 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 100R '07 K-ZX-6R (PI)
34 山口 巡 (06/17) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾙ 43 Team γ -GTP '05 K-ZX-6R (PI)
36 冨山 卓  ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 40 TEAM ZAMAER'S '06 K-ZX-6RR (BS)
37 根本 直樹  ﾈﾓﾄ ﾅｵｷ 34 ＴＫ -Square '07 H-CBR600RR (BS)
116 吉野 晴夫   ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 52 RST エフェクタ '99 S-GSX-R600 (MI)
Nプロダクション600	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	
15 綾部 祐太  ｱﾔﾍﾞ ﾕｳﾀ 27 RACING TEAM GET SET '08 H-CBR600RR (BS)
24 大西 知房  ｵｵﾆｼ ﾄﾓﾌｻ 30 ＴＫ -Square '09 K-ZX-6R (PI)
30 赤池 佑太  ｱｶｲｹ ﾕｳﾀ 24 ＴＫ -Square '11 K-ZX-6R (PI)
38 渡辺 悠太  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 30 ＴＫ -Square '09 TRIUMPH-DAYTONA675 (PI)
39 荒木 雅裕  ｱﾗｷ ﾏｻﾋﾛ 43 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ '04 Y-YZF-R6 
74 新井 智昭  ｱﾗｲ ﾄﾓｱｷ 32 ＴＫ -Square '07 H-CBR600RR (DL)
122 斉藤 玄  ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝ 58 ＴＫ -Square '11 Y-YZF-R6 (DL)

E&N-Monster Unlimited /CSTT/ E&N-Production600
■プロダクション600（市販車ベース）
　Eプロダクション600 4st. 401〜600cc　　　  E　　 青地×白文字
　Nプロダクション600 ( 2&3気筒は〜750cc) N 黄地×黒文字CBR1000RR,YZF-R1,隼,

GSX-R1000,ZX-9R,GPZ900R等

■アンリミテッド（750ccよりも大きな一般生産型スポーツモデル。改造自由）　
　Eアンリミテッド 701cc〜  E　　 青地×白文字
　Nアンリミテッド  N　 黄地×黒文字

■クラブマン・スーパー・ツイン・トロフィー（C.S.T.T.)　
　CSTT 2気筒車に限る  E&N　　赤地×白文字

JAPANESE&EUROPIAN CLASSIC
SALE,RESTORE,REPAIR,CUSTOM,TUNING

http: / /www.trcomp.com

0 4 2 - 3 8 6 - 6 0 6 6

1-2-6 SEKINO-CHO,KOGANEI-CITY,TOKYO

リタイヤ



No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

NP150/S12/C.O.T.T.-E90・N90・E50・N50・ドリーム50
タイムアタック④ 09：00 〜 決勝③スタート 12：25 〜／周回数：6 周 

NP150	 	 参加：5台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
37 大野 博敏  ｵｵﾉ ﾋﾛﾄｼ 65 NOGARO RACING '08 SS-ISHII-02W (BS)
49 中尾 賢史  ﾅｶｵ ｻﾄｼ 31 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR150R (BS)
66 浅見 次郎  ｱｻﾐ ｼﾞﾛｳ 36 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR150 (BS)
68 小山 悠太  ｵﾔﾏ ﾕｳﾀ 24 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '08 H-CBR150 (BS)
158 井出 章博  ｲﾃﾞ ｱｷﾋﾛ 41 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR150 (BS)
S12	 	 参加：2台／入賞:	1	位	 	 	 	
11 阿部 洋  ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 36 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '89 H-NSR80 (BS)
157 堀江 俊介  ﾎﾘｴ ｼｭﾝｽｹ 29 東山クラブ  H-NSR-4st (BS)
COTT-E90	 	 参加：4台／入賞:	1	位	 	 	 	
6 有澤 弘幸  ｱﾘｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 66 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 Y-HT90 (BS)
8 藤澤 英一  ﾌｼﾞｻﾜ ｴｲｲﾁ 64 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '74 Y-RD90 (BS)
73 浜 元司  ﾊﾏ ﾓﾄｼﾞ 57 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ '80 H-CB50S (BS)
88 畠山 修一  ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 52 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ ･ ﾀｰﾄﾙﾗｲﾀﾞｰｽ札幌 '68 K-C2-GA (BS)
COTT-N90	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	
30 上辻 昇 (06/17) ｳｴﾂｼﾞ ﾉﾎﾞﾙ 60 ﾁｰﾑ ﾌﾟﾚｰﾝｽﾄｰﾝ '72 S-TS90 (BS)
35 奥津 靖良  ｵｸﾂ ﾔｽﾖｼ 64 日大 MC & 明治 MCC '79 Y-YZ80 (BS)
47 茂木 俊介  ﾓｷﾞ ｼｭﾝｽｹ 16 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ '79 H-CR80RA (BS)
75 平野 明  ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 49 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ ｸﾗﾌﾞ (BS.M.C) '64 BS-EA-1 (BS)
76 小林 健司  ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 41 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ '75 H-CB116 (BS)
77 鈴木 雅國  ｽｽﾞｷ ﾏｻｸﾆ 69 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '71 Y-HT-90 
89 畠山 秀樹  ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 59 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ ･ ﾀｰﾄﾙﾗｲﾀﾞｰｽ札幌 '71 Y-HT-1 (BS)
COTT-E50	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	
2 小林 哲志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼ 62 ﾁｰﾑ 永楽 '68 S-AC50 (BS)
16 石山 二朗  ｲｼﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 49 ﾁｰﾑ ･ ﾊｲ ･ ｽﾋﾟｰﾄﾞあおき '76 H-CB50 (BS)
18 金井 朝男  ｶﾅｲ ｱｻｵ 69 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ ｸﾗﾌﾞ (BS.M.C) '64 BS-GB-1 (BS)
38 丹治 寿男  ﾀﾝｼﾞ ﾋｻｵ 61 ﾁｰﾑ 永楽 '72 S-AC50 
43 巻島 明  ﾏｷｼﾏ ｱｷﾗ 65 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ ｸﾗﾌﾞ (BS.M.C) '64 BS-GB-1 (BS)
80 川俣 美弦  ｶﾜﾏﾀ ﾐﾂﾙ 54 Ozy&GOOD SPEED '70 S-AC50 (BS)
90 岡 徹郎  ｵｶ ﾃﾂﾛｳ 62 ﾁｰﾑ 永楽・996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾚｰﾂ '68 S-AS50 (BS)
COTT-N50	 	 参加：3台／入賞:	1	位	 	 	 	
10 渡辺 考一  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 63 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 Y-FX50 (BS)
50 益子 國光 (06/17) ﾏｽｺ ｸﾆﾐﾂ 60 RR-1Day-Lisence '64 BS-GB-1 (BS)
53 村田 博  ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 71 Ozy&GOOD SPEED '68 Y-FS1 (BS)
COTT-ドリーム50	 	 参加：1台／賞典外	 	 	 	
55 塩幡 浩樹 (06/17) ｼｵﾊﾀ ﾋﾛｷ 52 RR-1Day-Lisence '05 H- ﾄﾞﾘｰﾑ 50R (BS)
NP
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COTT-50
2ストローク50ccベース
　　　　　　　〜57.5cc

（15%排気量アップ可）

BS50/CA2/SS50/CB50/CD50/
FS1/FX50/TR50/AS(C)50/
CR110/CS65等

4ストローク50ccベース
　　　　　　　〜65cc

（30%排気量アップ可）

COTT-90
2ストローク90ccベース
　　　　　　　〜104cc

（15%排気量アップ可）

BS90/80K/A90/TS90/YG1/
AT90/H3/HT90/RD90/KH90/
90SS/CS90/CD90/CB90等

4ストローク90ccベース
　　　　　　　〜117cc

（30%排気量アップ可）

COTT-125

COTT-250

ドリーム50

2ストローク125ccベース
　　　　　　　〜114cc

（15%排気量アップ可）

S10/GT125/MT125/CR125/
TA125/RD125/TZ125/C2SS/
KX125/CB125/CD125/CD125S/
CB125JX/CR93等

4ストローク125ccベース
　　　　　　　〜163cc

（30%排気量アップ可）

2ストローク250ccベース
　　　　　　　〜288cc

（15%排気量アップ可）
※TZ350は要相談

MT250/CR250/RX250/RD250/
RG250/T20/A1/KX250/BS180/
CB72/CB77(CL)/CB250/CB250N等

4ストローク250ccベース
　　　　　　　〜325cc

（30%排気量アップ可）

COTT-MDF'80 
(COTT-モディファイド'80)

●上記カテゴリーの車両でアルミフレームに改造した車両や市販レーサー
●2台以上のエントリーで成立とする
●上記以外のカテゴリーのマシンについては要問い合わせ
●ホンダドリーム５０によるクラス。
●排気量は総排気量は50ccに対し15％までの排気量アップを認める(57.5cc）。
●排気量が57.5ccより大きい車両については賞典外とする。アンダーカウル装着。

■ COTT= クラブマン・オールドタイマー・ツーリスト・トロフィー
　ゼッケン：E クラス＝緑地×白文字
　　　　　　N クラス＝白地×黒文字
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

SM80's-A&B/オーバー40-GP・セニア
タイムアタック⑤ 09：20 〜 決勝④スタート 12：52 〜／周回数：7 周 

Super Monser 80's-A&B/Over40-GP・
Senia

スーパーモンスター80's(A)	 参加：4台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
21 渡辺 満  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 49 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '83 K-KZ1100R 
28 脇 淳  ﾜｷ ｼﾞｭﾝ 47 Ｂ . Ｃ . Ｒ '83 K-GPz1100 (BS)
350 菊地 信之  ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 47 Ｂ . Ｃ . Ｒ '82 K-Z1000J (BS)
550 加藤 兼人  ｶﾄｳ ｶﾈﾄ 46 Ｂ . Ｃ . Ｒ '79 K-KZ1000Mk- Ⅱ (BS)
スーパーモンスター80's(B)	 参加：4台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
11 立野 卓  ﾀﾂﾉ ﾀｶｼ 50 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '04 Y-XJR1300 (DL)
33 瀬崎 隆 (06/17) ｾｻﾞｷ ﾀｶｼ 40 ｶﾜｾﾐ ･ ﾚｰｼﾝｸﾞ with hc '98 Y-XJR1300 (BS)
47 大畑 孝之  ｵｵﾊﾀ ﾀｶﾕｷ 57 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '98 S-GSF1200 
83 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 46 FREEDOM '95 DUCATI-900M (PI)
OV40-GP	 	 参加：8台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
2 蔵本 勝美  ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ 48 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ★ TSK '06 Y-YZF-R1 (DL)
46 石川 充彦  ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾋｺ 46 RACING TEAM GET SET '07 S-GSX-R1000 (DL)
49 PAUL TIMMONS  ﾎﾟｰﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 47 FREEDOM '08 H-CBR1000RR (PI)
57 渡邊 和夫  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 49 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '06 DUCATI-999S (BS)
100 稲葉 新一 (06/17) イナバ シンイチ 49 熱川ﾎﾝﾀﾞ + ｱｸﾞｽﾀ O.C '05 S-GSX-R1000 (DL)
103 中村 清隆 (06/17) ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 44 B.C.N '10 DUCATI- ｽﾄﾘｰﾄﾌｧｲﾀｰ S (BS)
118 芹田 裕人  ｾﾘﾀ ﾋﾛﾄ 43 GOG レーシングチーム  S-GSX-R1000 (BS)
165 谷脇 健司 (06/17) ﾀﾆﾜｷ ｹﾝｼﾞ 47 CLUB GO AHEAD '06 S-GSX-R1000 (BS)
OV40-セニア	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
5 小川 藤生  ｵｶﾞﾜ ﾌｼﾞｵ 57 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 100R '05 K-ZX-10R (BS)
14 市村 義郎  ｲﾁﾑﾗ ﾖｼﾛｳ 54 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR1000RR (BS)
27 有馬 照久 (06/17) ｱﾘﾏ ﾃﾙﾋｻ 51 RR-1DAY-LISENCE  H-NSR250SP 
45 笹川 活禎  ｻｻｶﾞﾜ ｶﾂﾖｼ 47 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '88 H-VTR1000 
56 佐久間 岳  ｻｸﾏ ﾀｶｼ 51 NNRC ｶﾞﾚｰｼﾞｺｰﾅｰ ﾄﾞﾘﾝﾀﾞ '09 S-GSX-R1000 (BS)
123 山崎 芳雄 (06/17) ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ 64 ｺﾛﾝﾊﾞｰｽⅢ '08 H-CBR1000RR (DL)
124 黒釜 孝之  ｸﾛｶﾏ ﾀｶﾕｷ 55 豊橋 R.C. COSMOS '99 S-GSX1300R 隼 (DL)

■スーパーモンスター80'S
　バイクブーム全盛期の80年代鉄フレームマシンのレース。改造自由。
クラス<A>  　'83年までの空冷4st.601cc以上、鉄フレーム、リヤ2本サス　 白地×黒文字
　　　　　　Z650,Z｢,Z1000,GS1000など
クラス<B>  　'84年以降の空・水冷4st.701cc以上/2st.381cc以上、鉄フレーム   赤地×白文字
　 　　　　　 GPZ900R,FZR750,GSF1200など（一部アルミフレーム可）

■オーバー40　
　OV40-GP　　  40歳以上　'91以降の4気筒／'99以降の2気筒
　　　　　　　　50歳未満　スリックタイヤ使用可
　OV40-セニア　50歳以上　車両の制限無し
　　　　　　　　  ※50歳未満でもOV40-GPに該当しない車両で出走可
　　　　　　　  ※単気筒車両はセニアクラスで出走可

レーシングドライバー・ライダーの集う珈琲専門店　芳豆樹（ホウズキ）　
埼玉県上尾市柏座 1-10-3-70-102　TEL.048-775-8350
上尾中央総合病院すぐそば／営業：10 時〜 19 時／定休日：日曜・祝日



LOC Group [ULW/LW-A&B/JR-A&B/SENIA-A&B/PRE1950]
No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

タイムアタック⑥ 09：40 〜 決勝⑥スタート 13：45 〜／周回数：6 周 

LOC-ウルトラライトウェイト	 参加：2台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
11 河合 充男  ｶﾜｲ ﾐﾂｵ 69 ﾁｰﾑ 永楽 '66 S-RM66 (BS)
23 太田 毅  ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 49 ﾁｰﾑ 永楽 +Jiro's '63 BULTACO-TSS125 (DL)
LOC-ライトウェイトA	 	 参加：9台／入賞:	3位	 	 	 	 	
19 西谷 一洋  ﾆｼﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 27 ローリングス '67 BSA-C25 (BS)
47 横瀬 文明  ﾖｺｾ ﾌﾐｱｷ 65 翼スピードクラブ '64 H-CB72 (DL)
73 川崎 充男  ｶﾜｻｷ ﾐﾁｵ 60 L.O.C.C. '64 DUCATI- ｽｸﾗﾝﾌﾞﾗｰ 250 (DL)
102 清水 英世  ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾖ 37 ｴﾛ ﾄﾞﾗｺﾞﾝ '64 H-CB72 (MI)
121 高瀬 義昌  ﾀｶｾ ﾖｼﾏｻ 55 ﾁｰﾑ ｾﾝｼﾞｭﾄﾞｰ '64 DUACTI-Mk. Ⅲ (DL)
172 佐藤 要  ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 62 ﾁｰﾑ ｾﾝｼﾞｭﾄﾞｰ '64 Aermacchi･ ｱﾗﾄﾞｰﾛ (DL)
177 鈴木 徹  ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 47 LOCC '64 DUCATI-DIANA (DL)
210 川村 典夫  ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ 61 ﾁｰﾑ　ﾊｲｽﾋﾟﾘｯﾂ '64 DUCATI-Mk1 (DL)
211 御林 正樹  ﾐﾊﾔｼ ﾏｻｷ 43 CURRY SPEED CLUB '67 BULTACO- ﾒﾄﾗｰﾗ Mk- Ⅱ (DL)
LOC-ライトウェイトB	 	 参加：5台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
2 髙橋 卓  ﾀｶﾊｼ ﾀｸ 39 L.O.C.C.  H-CB90 (BS)
8 金野 和夫  ｶﾈﾉ ｶｽﾞｵ 60 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾚｰｼﾝｸﾞ '72 H-CB125S 
128 橋住 信生  ﾊｼｽﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 54 CRC ﾌﾞﾚｲﾋﾙ '72 H-SL250S (DL)
147 髙橋 建夫  ﾀｶﾊｼ ﾀﾃｵ 59 ｴｲﾄｽﾄﾛｰｸ豊橋 & ｶﾌｪﾚｰｻｰ '71 Y-TD-3 (DL)
243 西川 隆幸  ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 62 RC かなべえ '72 H-SL250 (AV)
LOC-ジュニアA	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
3 山田 勝  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 70 ALL JAPAN L.O.C.C. '63 ﾄﾘｶｯﾃｨ - (DL)
5 齋藤 豊  ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 70 ﾁｰﾑ ﾊｲｽﾋﾟﾘｯﾂ '62 TICKLE MANX T-5 (DL)
14 田主 智基  ﾀﾇｼ ﾄﾓｷ 42 ｶﾚｰｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ '63 H-CB77 (AV)
60 長田 啓孝  ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 37 Team TED'S SPECIAL '64 H-CB77 (DL)
144 武笠 大輔  ﾑｶｻ ﾀﾞｲｽｹ 42 ｶﾚｰｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ '65 H-CB77 (DL)
201 中山 英司  ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 42 Shonan Ring & Ted's Special '64 H-CB77 (DL)
202 松永 章  ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ 56 SHONAN RING&Ted's Special '64 H-CB77 (DL)
LOC-ジュニアB	 	 参加：4台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
7 金田 将征  ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 41 FLYNG ACE '74 MV AGUSTA-350S (DL)
51 坂本 貴則  ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 58 エム・８ストローク＆カフェレーサー '72 Y-TR-3 (DL)
174 狩野 達也  ｶﾉｳ ﾀﾂﾔ 65 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '71 H-CB350 (DL)
178 中島 基夫  ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾄｵ 52 ﾁｰﾑ麻屋呉服店 '70 Y-RX350 (DL)
LOC-セニアA	 	 参加：8台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
6 佐藤 潤樹  ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞｭ 39 SPEED BUGGY Racing '70 TRIU,PH-T100C (DL)
20 土井 敬一  ﾄﾞｲ ｹｲｲﾁ 46 極東 CLUB OBSOLETE '62 NORTON-MANX30M (DL)
64 福田 恒文  ﾌｸﾀﾞ ﾂﾈﾌﾐ 67 KIRIKOU RACING. '61 NORTON-MANX (AV)
66 田島 優二  ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 54 CRC ﾌﾞﾚｲﾋﾙ '60 Matchless-G50 (AV)
80 河瀬 徳康  ｶﾜｾ ﾉﾘﾔｽ 47 東海珈琲倶楽部 '65 H-CB450 (DL)
129 鈴木 克直  ｽｽﾞｷ ｶﾂﾅｵ 56 ALL JAPAN L.O.C.C. '62 NORTON-MANX (DL)
295 津軽 承徳  ﾂｶﾞﾙ ﾂｸﾞﾉﾘ 58 ALL JAPAN L.O.C.C. '62 Matchless-G50 (AV)
514 久保田 圭  ｸﾎﾞﾀ ｹｲ 38 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '64 Velocette Thruxton (BS)
LOC-セニアB	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
15 髙木 康順  ﾀｶｷ ｺｳｼﾞｭﾝ 58 ｴﾑ ･ ｴｲﾄｽﾄﾛｰｸ & ｶﾌｪﾚｰｻｰ '72 H-CB500F (DL)
41 小坂 亮  ｺｻｶ ﾘｮｳ 49 ALL JAPAN L.O.C.C. '72 BSA- ｼｰﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞｽﾀｰ (DL)
68 永田 宣伸  ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 50 ｶﾜｻｷ ･ ﾚｰｻｰ ･ ｵｰﾅｰｽﾞ ･ ｸﾗﾌﾞ '71 K-H1RAS (DL)
88 稲嶋 展章  ｲﾅｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 44 ﾁｰﾑ ｴｲﾄｽﾄﾛｰｸ豊橋 '65 H-CB450 (DL)
91 山本 時彦  ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷﾋｺ 59 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '72 H-CB500 (DL)
101 正木 茂  ﾏｻｷ ｼｹﾞﾙ 56 ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ RT '70 ｼｰﾘｰ G50 (DL)
118 斉藤 操  ｻｲﾄｳ ﾐｻｵ 34 ﾁｰﾑ ･ ﾊｲ ･ ｽﾋﾟｰﾄﾞあおき '73 TRYUMPH-T100R ﾃﾞｲﾄﾅ (DL)
LOC-PRE1950	 	 参加：1台／賞典外	 	 	 	 	
103 薄田 徳明  ｳｽﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 44 ALL JAPAN L.O.C.C. '38 NORTON-Model30 (AV)
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9★LOCは37番ピット「LOC事務局」で表彰式を行います（なおLOCの暫定表彰式はありません）
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CSSC-OPEN/AVCC-MDF-A&B/STOCK-A&B
LOC Group [HW-A&B・HWO-B]
No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

タイムアタック⑧ 10：25 〜 決勝⑧スタート 14：35 〜／周回数：6 周 

CSSC-Open/AVCC/LOC-H.W.-A&B/H.W.O.-B

CSSC-OPEN	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
40 熊谷 勝司  ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂｼ 44 ZERO Engineering '72 HD-XLH1000 (DL)
67 神原 良太  ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 44 BANKARA '02 BUEL-XB12R (PI)
78 中川 清人  ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾄ 52 ZERO Engineering '97 HD-XLH883 (BS)
109 三浦 晋一  ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ 43 T.R. ﾚｰｼﾝｸﾞ '03 HD-XL1200S (BS)
139 石黒 恒好  ｲｼｸﾞﾛ ﾂﾈﾖｼ 42 ZERO Engineering '84 HD-XR1000 (BS)
191 都築 秀成  ﾂﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾅﾘ 40 CHARGE motorcycles '96 HD-XL1200S (BS)
350 菊地 信之  ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 47 Ｂ . Ｃ . Ｒ &VEE MACHINE '83 HD-XLH1000 (BS)
AVCC-MDF-A	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
6 増田 隆弘  ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 37 ﾏｽﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ '52 ＨＤ -FL1410 (DL)
26 米澤 政幸  ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 41 TEAM-HOT-DOCK '48 HD-FL1440 (BS)
34 江口 智章  ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 39 ZERO Engineering '48 HD-EL1000 (DL)
46 滝沢 伸介  ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｽｹ 45 LSR+HOT DOCK '46 HD-FL1340 (BS)
47 長瀬 智也  ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾔ 33 LSR+HOT DOCK '47 HD-FL1340 (BS)
51 渡辺 拓也  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 40 CHARGE motorcycles '49 HD-FL1340 
92 片山 哲郎  ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 51 MAVAZI RACING '47 HD-FL1350 (DL)
AVCC-MDF-B	 	 参加：4台／入賞:	1位	 	 	 	 	
8 駒崎 誠士郎  ｺﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾛｳ 44 ﾁｰﾑ ﾐﾔｺｼ '47 HD-WL750 (DL)
58 陶山 慎治  ｽﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 48 VARC '48 HD-WR750 (DL)
84 大藤 学  ｵｵﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 39 BANKARA '48 HD-WR750 (DL)
93 瀬戸 伸欣  ｾﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 42 Movingson '45 HD-WLA750 (DL)
AVCC-STOCK-A	 	 参加：1台／賞典外	 	 	 	 	
88 佐藤 友洋  ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 43 Hungry-Devils '51 HD-EL1000 (DL)
AVCC-STOCK-B	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
11 角田 一正  ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 47 Hung ｒ y-Devil's with NEAT STYLE '42 HD-WLD750 (DL)
22 小川 竜一  ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ 36 Wheelies Racing '42 HD-WL750 (DL)
65 小林 寛明  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 37 Natural Steel Works '47 HD-WL750 (DL)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 37 Joyride Speed Shop '42 HD-WLA750 (DL)
81 新海 雅典  ｼﾝｶｲ ﾏｻﾉﾘ 46 ハンド チャレンジ シップ '42 HD-WL750 (DL)
85 田邊 英孝  ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 37 Hungry-Devil's+Natural Steel Works '42 HD-WLA750 (BS)
98 横山 徳男  ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘｵ 48 MAVAZI RACING '45 HD-WL750 (DL)

★AVCCは37番ピットの「AVCC事務局」で表彰式を行います

エッソ関町SS（練馬）・エッソニュー小宮SS（八王子）　
株式会社 スタンダード石油 大阪発売所 東京支店　



CSSC-OPEN/AVCC-MDF-A&B/STOCK-A&B
LOC Group [HW-A&B・HWO-B]
No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

タイムアタック⑧ 10：25 〜 決勝⑧スタート 14：35 〜／周回数：6 周 

LOC-ヘビーウェイトA	 	 参加：5台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
20 森 尚達  ﾓﾘ ﾅｵﾐﾁ 53 ALL JAPAN L.O.C.C. '62 TRITON-750 
111 長谷川 純也  ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 36 東海珈琲倶楽部 '54 ﾛｲﾔﾙｴﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ -500 (DL)
117 森江 祥二  ﾓﾘｴ ｼｮｳｼﾞ 47 東海珈琲倶楽部 '62 TRITON-T120 (DL)
134 瀧川 秀樹  ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 36 ｸﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｰﾝ R.C.C '60 TRITON-T110 (DL)
179 杉本 恭平  ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 32 BERRY BADS RACING '68 BSA-A65T (DL)
LOC-ヘビーウェイトB	 	 参加：8台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
5 山中 信哉  ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞﾔ 52 ド☆ライダー '72 DUACTI-750GT (AV)
16 杉浦 通彦  ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾁﾋｺ 41 グラッドストーン '69 TRIUNPH-TR6 (DL)
18 星 裕  ﾎｼ ﾕﾀｶ 39 ROCKET motorcycle '80 Y-XS650SPL (DL)
24 松本 義明  ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ 61 ALL JAPAN L.O.C.C. '72 NORTON- ｺﾏﾝﾄﾞ (AV)
38 三輪 三則  ﾐﾜ ﾐﾂﾉﾘ 57 ｸﾞﾗｯﾄﾞｽﾄｰﾝ '71 NORTON- ｺﾏﾝﾄﾞ (ME)
61 小沢 和之  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 50 ハナコ RT '82 TRIUMPH-T140 ﾎﾞﾝﾈﾋﾞﾙ 750 (DL)
650 神田 善久  ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 52 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '70 Y-XS-1 (DL)
666 藤久 直也  ﾌｼﾞﾋｻ ﾅｵﾔ 33 ﾘﾊﾞﾀﾘｱ ﾚｰｼﾝｸﾞ '86 TRIUMPH-T140 (DL)
LOC-ヘビーウェイト	オープンB	 参加：6台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
45 河北 啓二  ｶﾜｷﾀ ｹｲｼﾞ 57 TEAM-HOT-DOCK '72 HD-XR750 (MA)
71 鈴木 将昭  ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 38 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ '70 BMW-R50/5 
101 中井 恒和  ﾅｶｲ ﾂﾈｶｽﾞ 43 ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ RT '71 H-CB750 (DL)
145 長司 光正  ﾁｮｳｼﾞ ﾐﾂﾏｻ 48 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT '72 MOTO GUZZI-V7-SPORT (BS)
146 中嶋 志朗  ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾛｳ 39 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ '69 MOTO GUZZI-V7 ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ (AV)
750 枝根 登  ｴﾀﾞﾈ ﾉﾎﾞﾙ 48 CLIMB RACING '72 H-CB750four (DL)

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

タイムアタック⑨ 10：45 〜 決勝⑦スタート 14：10 〜／周回数：6 周 
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COTT-N250	 	 参加：2台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
26 木村 貴行  ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 37 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '79 Y-TZ350 (BS)
33 前田 義生  ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｵ 46 大成 AMCO ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '81 Y-TZ250 (DL)
COTT-E125	 	 参加：11台／入賞:	3	位	 	 	 	 	
4 小林 一馬  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 45 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '73 H-CR125M (DL)
6 有澤 弘幸  ｱﾘｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 66 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '80 H-CR125 (DL)
7 小林 赳夫  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｵ 65 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '77 H-MT125R (BS)
22 田口 勝雄  ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 63 ﾁｰﾑ 永楽 '76 H-MT125R (BS)
32 中村 和博  ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 45 厚木ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ '73 H-CR125M (BS)
36 清水 弘裕  ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔｽ 68 チーム・パールイズミ '79 H-MT125R (BS)
40 松原 孝範  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶﾉﾘ 41 ﾄﾞｩ ･ ｻﾑｼﾝｸﾞ & 永楽 '72 Y-TA125 (BS)
69 倉持 利夫 (06/17) ｸﾗﾓﾁ ﾄｼｵ 63 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ RT+ 単車工房道楽 RT '79 H-RS125RW (BS)
71 福田 将人  ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 39 チーム・パールイズミ '73 H-CB125JX (BS)
94 山下 和昭  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 44 厚木ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ '79 H-RS125RW (BS)
185 野坂 嘉明  ﾉｻｶ ﾖｼｱｷ 57 ﾁｰﾑ 永楽 &996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾚｰﾂ '75 H-CB125JX (BS)
COTT-N125	 	 参加：8台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
12 川島 福司  ｶﾜｼﾏ ﾌｸｼﾞ 51 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '73 Y-TA125 
14 鴨志田 英樹  ｶﾓｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 49 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '73 Y-TA125 (BS)
27 山田 信一郎  ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 45 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '72 S-GT125 (BS)
39 堰本 洋平  ｾｷﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 40 ﾁｰﾑ 永楽 '71 Y-TA125 (BS)
46 花城 清友 (06/17) ﾊﾅｼﾛ ｷﾖﾄﾓ 64 花城産業ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '69 K-C2SS (BS)
58 田島 保夫  ﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 65 スパイダー M･C･C '78 S-GP125 (BS)
63 髙橋 明男  ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ 48 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '80 H-CR125R (DL)
67 木村 哲夫  ｷﾑﾗ ﾃﾂｵ 64 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '69 Y-AT1 (BS)

C.O.T.T.-N250/E125・N125

11

★LOCは37番ピットの「LOC事務局」で表彰式を行います（なおLOCの暫定表彰式はありません）

リタイヤ
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

タイムアタック⑦ 10：00 〜／フリー走行⑩ 11:05 〜 　　　　決勝⑨スタート 15：00 〜／ 120 分 

MAX10-耐久-A	 	 参加：9チーム／入賞:	3	位	 				
2A 岩下 信也  ｲﾜｼﾀ ｼﾝﾔ 48 GYRO RACING  DUCATI-748R (DL)
2B RYOMAX  ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 38 GYRO RACING  DUCATI-955M (BS)
2C 金田 隆之  ｶﾈﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 47 GYRO RACING  DUCATI-916SPS (BS)
6A 東 和人  ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ 55 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ A  DUCATI-996SPS (DL)
6B 毛利 眞大  ﾓｳﾘ ﾐﾁﾋﾛ 43 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ A  DUACTI-996 (BS)
6C 堀 弘幸  ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ 45 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ A  DUCATI-998S (DL)
8A 企画部長 ｻｵﾄﾒ ｺｳｲﾁ 56 Team Max10  DUCATI-1198S (DL)
8B 丹野 聡  ﾀﾝﾉ ｻﾄｼ 43 Team Max10  DUACTI-900SS (DL)
8C 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 44 Team Max10  DUCATI-1098S (PI)
10A 西牧 猛  ﾆｼﾏｷ ﾀｹｼ 59 かみなりかぞく RT  BMW-S1000RR (ME)
10B 土屋 正章  ﾂﾁﾔ ﾏｻｱｷ 34 かみなりかぞく RT  APR-RSV4 (PI)
10C 小椋 崇  ｵｸﾞﾗ ﾀｶｼ 44 DGW&FL．RT かみなり  APR-RSV4 (PI)
11A 江本 陸  ｴﾓﾄ ﾘｸ 56 パールイズミ  TRIUMPH-DAYTONA675 (PI)
11B 大塚 卓  ｵｵﾂｶ ﾀｸ 31 パールイズミ  BUELL-XB9R (PI)
11C 角田 大典  ﾂﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 53 パールイズミ  TRIUMPH-675 (PI)
13A 池田 篤  ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 52 ASAMAX DRS  DUCATI-1098S (ME)
13B 黒渕 与識  ｸﾛﾌﾞﾁ ﾖｼｷ 35 ASAMAX DRS  DUCATI-749R (PI)
13C 坪松 潔  ﾂﾎﾞﾏﾂ ｷﾖｼ 55 ASAMAX DRS  DUCATI-1000DS (PI)
14A 藤井 裕也  ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 34 お医者さんと患者さん  APR-RSV4 (PI)
14B 澤田 真也  ｻﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 43 お医者さんと患者さん  APR-RSV4 (PI)
14C 河合 康史  ｶﾜｲ ﾔｽﾌﾐ 33 お医者さんと患者さん  TRIUMPH-DAYTONA675 (ME)
15A 江澤 正行  ｴｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 47 TIO 競技車両部  DUCATI-SS900　 (PI)
15B 山中 信哉  ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞﾔ 52 TIO 競技車両部  DUACTI-888 (PI)
15C 藤元 正博  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 59 TIO 競技車両部  DUCATI-1098S (MI)
34A 佐藤 和幸  ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 43 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
34B 秋葉 康一郎  ｱｷﾊﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 41 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
34C 堀田 忠義  ﾎｯﾀ ﾀﾀﾞﾖｼ 49 秋葉 MC animoi  BMW-S1000RR (BS)

MAX10-耐久-B	 	 参加：5チーム台／入賞:	2	位	 				
3A 矢嶋 幸夫  ﾔｼﾞﾏ ｻﾁｵ 43 ﾓｰﾀｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ ﾔｼﾞﾏ  DUCATI-851 (DL)
3B 林 偉明  ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 51 ﾓｰﾀｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ ﾔｼﾞﾏ  DUCATI-900SS (PI)
7A 営業本部長  ｳｽｲ ﾋｻｵ 61 Team Max10  DUACTI-S4SPL (DL)
7B 田中 俊康  ﾀﾅｶ ﾄｼﾔｽ 39 Team Max10  DUCATI-S4RS (DL)
9A シュウセイ ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｾｲ 46 Deluxe RT & Max10  DUCATI-748R (DL)
9B 堀江 光毅  ﾎﾘｴ ｺｳｷ 38 Deluxe RT & Max10  DUCATI-999S (DL)
72A 満間 久典  ﾐﾂﾏ ﾋｻﾉﾘ 44 Team Max10  DUCATI-916SP (PI)
72B 小川 健  ｵｶﾞﾜ ｹﾝ 46 Team Max10  DUCATI-749R (PI)
795A 岡澤 宣昭  ｵｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 40 ｽﾄﾗﾄｽ  DUCATI-998S (MI)
795B 喜多田 学  ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 39 ｽﾄﾗﾄｽ  DUCATI-998S (BS)

富士MAX10-120分MY	BIKE 耐久レース

Fuji MAX10 120Min. My Bike Endurance with MCFAJ
★耐久レース・ブリーフィングおよび表彰式はピット２階、ブリーフィングルームで行います。放送に注意してください

クルマ売買なら　ラビット三鷹東八通り店へ　

〒 181-0004　東京都三鷹市新川 2-12-5　Tel.0120-79-0031　



with	MCFAJ
No.   (予選No.) 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 

タイムアタック⑦ 10：00 〜／フリー走行⑩ 11:05 〜 　　　　決勝⑨スタート 15：00 〜／ 120 分 

MCFAJ-耐久-A	 	 参加：10チーム／入賞:	4	位	 	 	 	 	

4A 旭 竜一  ｱｻﾋ ﾘｭｳｲﾁ 47 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 S-GSX-R1000 (BS)
4B 羽毛田 陽弘  ﾊｹﾀ ｱｷﾋﾛ 37 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '04 H-CBR1000RR (BS)
4C 飯倉 利行  ｲｲｸﾗ ﾄｼﾕｷ 53 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '06 H-CBR1000RR (BS)
12A 小泉 順一  ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 41 ＴＫ -Square '09 KTM-RC8R (PI)
12B 菊池 知暁  ｷｸﾁ ﾄﾓｱｷ 31 ＴＫ -Square '09 KTM-RC8R (PI)
12C　(30) 赤池 佑太  ｱｶｲｹ ﾕｳﾀ 24 ＴＫ -Square '11 K-ZX-6R (PI)
19A　(9) 高原 昌幸  ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 42 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ '09 Y-YZF-R1 (DL)
19B　(39) 荒木 雅裕  ｱﾗｷ ﾏｻﾋﾛ 43 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ '04 Y-YZF-R6 (DL)
19C　(99) 波田 桂治郎  ﾊﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 42 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ '10 BMW-S1000RR (DL)
31A　(31) 佐藤 潤  ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 49 RF.Team Jun ＆ RS カタクラ '08 Y-YZF-R1 (BS)
31B　 玉置 恭朗  ﾀﾏｷ ﾔｽﾛｳ 47 RF.Team Jun ＆ RS カタクラ '00 Y-YZF-R6 (BS)
31C 鈴木 隆  ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 45 RF.Team Jun ＆ RS カタクラ '03 Y-YZF-R6 (BS)
33A 稲山 雅敏 (06/17) ｲﾅﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 44 O be 1・DUCK SPEED '11 TRIUMPH - ｽﾋﾟｰﾄﾞﾄﾘﾌﾟﾙ (DL)
33B 上野 紀久 (06/17) ｳｴﾉ ﾉﾘﾋｻ 39 O be 1・DUCK SPEED '04 Buell-XB12R (BS)
33C 渡辺 慎一郎  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 39 O be 1・DUCK SPEED  DUACTI-900SS (BS)
48A　(48) 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 46 FREEDOM '08 DUCATI-1098R (PI)
48B　(83) 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 46 FREEDOM '95 DUCATI-900M (PI)
48C　(49) PAUL TIMMONS ﾎﾟｰﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 47 FREEDOM '08 H-CBR1000RR (PI)
54A 水村 章  ﾐｽﾞﾑﾗ ｱｷﾗ 53 チーム・パールイズミ RT '10 APR-RSV-4 (DL)
54B 横山 守  ﾖｺﾔﾏ ﾏﾓﾙ 60 チーム・パールイズミ RT '11 BMW-S1000RR (ME)
54C 永田 憲次  ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 54 チーム・パールイズミ '98 DUCATI-748SP (ME)
55A 伊藤 厚生  ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 63 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ & Ｂ . Ｃ . Ｒ '04 DUCATI-749 (BS)
55B 上原 峻  ｳｴﾊﾗ ｼｭﾝ 25 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ & Ｂ . Ｃ . Ｒ '08 Y-YZF-R6 (BS)
55C　(55) 石毛 弘治  ｲｼｹﾞ ｺｳｼﾞ 36 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ & Ｂ . Ｃ . Ｒ '05 DUCATI-999R (PI)
56A 森 俊明  ﾓﾘ ﾄｼｱｷ 56 チーム・ヘタレ '08 TRIUMPH-DAYTONA675 (ME)
56B 永田 義一  ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ 57 チーム・ヘタレ '06 BMW-R1200S (ME)
56C 高木 正行 (06/17) ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾕｷ 49 チーム・ヘタレ '09 TRIUMPH-DAYTONA675 (PI)
114A (14) 市村 義郎  ｲﾁﾑﾗ ﾖｼﾛｳ 54 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR1000RR (BS)
114B 黒木 竜馬  ｸﾛｷ ﾘｮｳﾏ 34 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '00 H-VTR1000SP-1 (BS)
114C 岩月 純也  ｲﾜﾂｷ ｼﾞｭﾝﾔ 34 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '00 DUCATI-998R (BS)

MCFAJ-耐久-B	 	 参加：4チーム／入賞:	1	位	 	 	 	 	
53A 岩本 貴宏 (06/17) ｲﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 46 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '06 H-CBR600RR (BS)
53B　(54) 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 46 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '00 H-VTR1000SP1 (BS)
74A　(74) 新井 智昭  ｱﾗｲ ﾄﾓｱｷ 32 ＴＫ -Square '07 H-CBR600RR (DL)
74B　(37) 根本 直樹  ﾈﾓﾄ ﾅｵｷ 34 ＴＫ -Square '07 H-CBR600RR (BS)
113A (98) 西川 暢行  ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 44 津久井オート &KJR '07 S-GSX-R1000 (DL)
113B (3) 中川 敏  ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 43 津久井オート &KJR '10 BMW-S1000RR (DL)
115A 坂井 貴一  ｻｶｲ ﾀｶｶｽﾞ 24 津久井オート・小僧 '04 DUACTI-749R (BS)
115B 野谷 茂雄  ﾉﾀﾆ ｼｹﾞｵ 34 津久井オート・小僧 '04 DUCATI-999R (BS)
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★耐久レース・ブリーフィングおよび表彰式はピット２階、ブリーフィングルームで行います。放送に注意してください

ミニ広告募集中！詳細は制作担当：中根まで
MCFAJ 事務局 TEL.03-6273-2807 ／ FAX03-6273-2808 ／メール info@mcfa j .o rg


