
　平成２6 年 5 月 11 日      　　　　　軽井沢モーターパーク　　　　　　　　　　　　　参加台数；116 台   

◎主催：全日本モーターサイクルクラブ連盟 (MCFAJ)

	 ◎大会会長：新津栄一／◎競技監督：小泉　甫／◎競技長：宍戸　護	 	 　　　										

	 ◎大会審査委員：真壁政和・石原和男・斉藤城太郎

＜ タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル ＞

 　　07：15 〜 受付（ｸﾗﾌﾞ毎の参加受付）

 　　07：30 〜 　 車検および当日ｴﾝﾄﾘｰ受付開始　 

 　　07：50 〜 08：30 開会式／ライダースミーティング 

●公式練習（各 15 分）

 ①　08：35 〜 08：50 GP ／ＳＥ／Ｅフルサイズ (450&250)

 ②　08：53 〜 09：08 Ｊ／Ｎ／ＰＮ−Ａ／ LoX フルサイズ (450&250)

 ③　09：11 〜 09：26 Ｊ 150 ／Ｎ 150 ／ＰＮ−Ｂ／ LoX(150)

 ④　09：29 〜 09：44 ＳＥ 150 ／Ｅ 150

●決勝レース                        

　 ①　09：50 〜 10：10 E&J450  (15 分 +1 周 )    E5/J6 台

 ②　10：13 〜 10：28 N450  (10 分 +1 周 )   12 台 

 ③　10：31 〜 10：53 SE150・E150 ヒート１ (15 分 +1 周＋サイティング１周 )  SE7/E9 台

 ④　10：56 〜 11：11 J-N150  (10 分 +1 周 )    J10/N8 台 

 ⑤　11：14 〜 11：41 GP&SE ヒート 1 (20 分 +1 周＋サイティング１周 )  GP2/SE7 台

 ⑥　11：44 〜 11：54 PN-A&B/LoX/OPEN (5 周 )　※当日 10 時半まで　  PN-A3/OP3 台 

 ★  昼   休   み  ★　 キッズ走行会予定 (3 周 )　※連盟会員のお子様に限る

 ( コース整備・散水 ) 

 ★　12：45 〜 13：00 午後の公式練習（15 分間）：⑦〜⑫レース出走者対象（希望者） 

 ⑦　13：03 〜 13：11 セニアレース (4 周 )　※当日 10 時半まで  9 台

 ⑧　13：14 〜 13：36　 SE150・E150 ヒート 2 (15 分 +1 周＋サイティング１周 )  (SE7/E9 台 )    

 ⑨　13：39 〜 13：54 J-N150-B レース (10 分 +1 周 ) ¥1000  J5/N4 台    

 ⑩　13：57 〜 14：12 N250  (10 分 +1 周 )   15 台    

 ⑪　14：15 〜 14：35 E&J250  (15 分 +1 周 )    E4/J7 台 

 ⑫　14：38 〜 15：05 GP&SE ヒート２ (20 分 +1 周＋サイティング１周 )  (GP2/SE7 台 )

※サイティングラップの有無については当日のコンディションにより判断します。

※コースコンディション等によって、スタート時間や周回数などが変更になる場合があります。

　場内放送とレース進行状況に注意し、スタート15分前までにグリッド抽選前にご集合ください。

※当日受付はレギュラークラス朝8時まで／セミレギュラークラスは10：30まで
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2014 Clubman Motocross 第 4 戦

（2014.05.09）

●編集・デザイン制作：Nakane Design Office　●印刷：（有）雄恒社

＜協賛スポンサー各社様＞
群馬県嬬恋村／㈱アライヘルメット／㈲アルファスリー／㈱アールエスタイチ／ IRC 井上ゴム工業㈱
㈱イングラム NORTON ／㈱ウエストウッド井原商会／㈲うず潮レーシング ウエストポイント／ NGK 日本特殊陶業㈱
エッソ関町 SS ／エッソニュー小宮 SS ／㈱ＭＨプロダクツ／㈱カーライフオート／㈱協和興材／㈱クシタニ
コーヒーショップ芳豆樹／㈶ JKA オートレース事業所／㈱ SHOEI ／住友ゴム工業㈱／㈲テクニクス／㈱ダートフリーク
月刊ダートスポーツ／㈱パール・イズミ／㈱ブリヂストン／㈱フォトクリエイト／富士スピードウェイ㈱
プライベートレーシング／ Body Maintenance 3110／ PHOTO HUNTER ／㈱メディカル・マネジメント・サポート
ラビット三鷹東八通り店／㈱新栄／㈱ワークスワン／他、順不同

※赤文字部分が印刷物（大会プログラム）からの追加・訂正箇所です
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E450	 参加：5台／入賞 :	2	位	 	 	
02	 新垣	盛彦		 ｱﾗｶﾞｷ	ﾓﾘﾋｺ	 52	 チーム TORAO	 '12	 Y-YZ250F	
05	 池田	均		 ｲｹﾀﾞ	ﾋﾄｼ	 54	 オヤジライダース	 '10	 H-CRF250R	 (BS)
4	 野口	久雄		 ﾉｸﾞﾁ	ﾋｻｵ	 65	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF450R	
17	 工藤	厚		 ｸﾄﾞｳ	ｱﾂｼ	 51	 PRECIOUS.FRT	 '09	 H-CRF250R	 (BS)
31	 延島	陽一郎		 ﾉﾌﾞｼﾏ	ﾖｳｲﾁﾛｳ	 41	 Team	Power	Band	 '14	 K-KX250F	 (BS)

J450	 参加：6台／入賞：2位	 	 	 	
16	 時田	敏明	(05/11) ﾄｷﾀ	ﾄｼｱｷ	 52	 MX-1day-Lisence	 '14	 Y-YZ250F	 (BS)
18	 湯原	修		 ﾕﾊﾗ	ｵｻﾑ	 58	 ジェラルレーシング	 '12	 S-RMZ250	 (DL)
22	 川田	憲秀		 ｶﾜﾀﾞ	ｹﾝｼｭｳ	 45	 桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ	 '13	 H-CRF250R	 (DL)
34	 見城	和幸		 ｹﾝｼﾞｮｳ	ｶｽﾞﾕｷ	 44	 K-3	 '14	 K-KX250F	 (BS)
115	西田	昌弘		 ﾆｼﾀﾞ	ﾏｻﾋﾛ	 40	 LynxTrick	 	 S-RMZ250	 (BS)
911	関	隆之		 ｾｷ	ﾀｶﾕｷ	 44	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '00	 H-CR125	 (BS)

N450	 参加：12台	 入賞 :	4	位	 	 	 	 	
1	 秋葉	俊太朗		 ｱｷﾊﾞ	ｼｭﾝﾀﾛｳ	 36	 桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ	 '11	 H-CRF250R	 (BS)
11	 森	純一		 ﾓﾘ	ｼﾞｭﾝｲﾁ	 41	 桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ	 '13	 H-CRF250R	 (BS)
14	 海老根	勝		 ｴﾋﾞﾈ	ﾏｻﾙ	 48	 Heart	Rocker	 '13	 K-KX250F	 (DL)
17	 佐藤	伸明		 ｻﾄｳ	ﾉﾌﾞｱｷ	 24	 埼玉スポーツライダー	 '14	 Y-YZ125	 (DL)
20	 林	祥平		 ﾊﾔｼ	ｼｮｳﾍｲ	 32	 I.R.T.	 '11	 Y-YZ125	 (BS)
38	 沖木	学		 ｵｷｷﾞ	ﾏﾅﾌﾞ	 38	 TEAM	URAYAMA	 '14	 Y-YZ125	 (BS)
40	 榎戸	栄一		 ｴﾉｷﾄﾞ	ｴｲｲﾁ	 50	 オヤジライダース	 	 Y-YZ250F	
41	 山崎	省二		 ﾔﾏｻﾞｷ	ｼｮｳｼﾞ	 48	 Team	Power	Band	 '12	 K-KX450F	 (BS)
50	 深谷	慎吾		 ﾌｶﾔ	ｼﾝｺﾞ	 30	 東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ	 	 H-CRF250R	
65	 古田	信弘		 ﾌﾙﾀ	ﾉﾌﾞﾋﾛ	 69	 豊橋ﾊﾟ - ﾙﾎﾜｲﾄﾗｲﾀﾞｰｽ	 '14	 Y-YZ450F	
70	 大野	博正		 ｵｵﾉ	ﾋﾛﾏｻ	 43	 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '10	 Y-YZ125	 (BS)
303	目黒	光廣		 ﾒｸﾞﾛ	ﾐﾂﾋﾛ	 57	 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '10	 S-RMZ250	 (BS)

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

グリッド抽選15分前までに集合／スタート09：50〜 15分 +1周

グリッド抽選15分前までに集合／スタート10：13〜 10分 +1周
決勝第2レース

決勝第1レース E450＆J450 (E&J-Ⅰ) クラス決勝

N450 (N-Ⅰ) クラス決勝



3

SE150	 参加：7台	 	 	 	 	 	
1	 大塚	恭之介		 ｵｵﾂｶ	ｷｮｳﾉｽｹ	 39	 TEAM　K	with		MY	WAY	 '05	 H-CR85	 (IRC)
6	 飯田	益巳		 ｲｲﾀﾞ	ﾏｽﾐ	 49	 矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
58	 安孫子	賢二		 ｱﾋﾞｺ	ｹﾝｼﾞ	 58	 てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
64	 窪田	忠昭		 ｸﾎﾞﾀ	ﾀﾀﾞｱｷ	 56	 SGM.RACING	 '06	 H-CR85	 (BS)
100	山崎	進喜		 ﾔﾏｻﾞｷ	ｼﾝｷ	 43	 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ	 	 H-CRF150R	 (BS)
102	白石	陽介		 ｼﾗｲｼ	ﾖｳｽｹ	 35	 ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾂ忠男 .MC	 '13	 KTM-85SX	 (IRC)
111	藤田	康高		 ﾌｼﾞﾀ	ﾔｽﾀｶ	 47	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ	 '07	 S-RM85	 (BS)
E150	 参加：9台
4	 小川	史朗		 ｵｶﾞﾜ	ｼﾛｳ	 55	 H･R･C	 '14	 H-CRF150R	
9	 吉田	健一		 ﾖｼﾀﾞ	ｹﾝｲﾁ	 45	 クラブ - カワラ	 '06	 Y-YZ85	
27	 山本	久基		 ﾔﾏﾓﾄ	ﾋｻｷ	 45	 オヤジライダース	 '13	 H-CRF150R	 (DL)
37	 小泉	俊一郎		 ｺｲｽﾞﾐ	ｼｭﾝｲﾁﾛｳ	 48	 てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
44	 鍋谷	維章		 ﾅﾍﾞﾀﾆ	ｺﾚｱｷ	 54	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ	 '11	 H-CRF150R	 (BS)
47	 山本	久雄		 ﾔﾏﾓﾄ	ﾋｻｵ	 45	 矢崎　隼	ROOST	 '11	 H-CRF150R	 (BS)
60	 雨宮	舞美		 ｱﾏﾐﾔ	ﾏｲﾐ	 	 ライムグリーンRT	 '14	 K-KX85	 (BS)
88	 水嶋	智		 ﾐｽﾞｼﾏ	ｻﾄｼ	 47	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (BS)
329	加藤	貴理		 ｶﾄｳ	ﾀｶﾄｼ	 42	 サイクルロード	イトー -RT	 '14	 H-CRF150R	 (IRC)

決勝第3レース

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

SE150 ＆ E150(E-Ⅲ) クラス・ヒート 1
グリッド抽選15分前までに集合／スタート10：31〜 15分 +1周

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

J150 (J-Ⅲ) ＆ N150 (N-Ⅲ) クラス決勝
グリッド抽選15分前までに集合／スタート10：56〜 10分 +1周

J150		 参加：10台／入賞 :	3	位	 	 	
01	 樋上	克之		 ﾋｶﾞﾐ	ｶﾂﾕｷ	 47	 矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
04	 芹澤	誠也		 ｾﾘｻﾞﾜ	ﾏｻﾔ	 26	 矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
1	 黒岩	公一		 ｸﾛｲﾜ	ｺｳｲﾁ	 58	 むかしのライダース	 '08	 H-CRF150R	 (PI)
5	 今井	信義		 ｲﾏｲ	ﾉﾌﾞﾖｼ	 45	 H･R･C	 '13	 H-CRF150R	
23	 橋本	和貴		 ﾊｼﾓﾄ	ｶｽﾞﾀｶ	 31	 ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾂ忠男 .MC	 '12	 H-CRF150R	 (BS)
34	 斉藤	匡彦		 ｻｲﾄｳ	ﾏｻﾋｺ	 43	 矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
75	 井口	有二		 ｲｸﾞﾁ	ﾕｳｼﾞ	 57	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (BS)
82	 上野	靖美		 ｳｴﾉ	ﾔｽﾐ	 45	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (BS)
100	 関	賢一郎		 ｾｷ	ｹﾝｲﾁﾛｳ	 47	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ	 '12	 H-CRF150R	 (BS)
132	 山崎	光明		 ﾔﾏｻﾞｷ	ﾐﾂｱｷ	 31	 I.R.T.	 '14	 Y-YZ85	

決勝第4レース

N150		 参加：8台／入賞 :	2	位	 	 	 	
0	 赤松	勝		 ｱｶﾏﾂ	ﾏｻﾙ	 68	 東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ	 '11	 H-CRF150R	 (BS)
7	 中澤	貴章		 ﾅｶｻﾞﾜ	ﾀｶｱｷ	 42	 H･R･C	 '13	 H-CRF150R	
8	 PEREIRA	MARCELO	ﾍﾟﾚｲﾗ	ﾏﾙｾﾛ　33　MX	BRAVES	 '09	 H-CRF150R	 (BS)
21	 石塚	諒		 ｲｼﾂｶ	ﾘｮｳ	 25	 TEAMナノハナ	 '07	 H-CRF150R	 (IRC)
39	 中野	亮		 ﾅｶﾉ	ﾘｮｳ	 34	 矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
40	 田島	直樹		 ﾀｼﾞﾏ	ﾅｵｷ	 32	 矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
41	 石塚	勝利		 ｲｼﾂｶ	ｶﾂﾄｼ	 50	 TEAMナノハナ	 '12	 K-KX85	 (IRC)
58	 矢嶋	忠		 ﾔｼﾞﾏ	ﾀﾀﾞｼ	 58	 本庄ﾚｰｼﾝｸﾞ - Ⅱ	 '14	 H-CRF150R	 (BS)
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決勝第5レース

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

GP	 	 参加：2台	 	 	 	 	
47	 斉藤	稔		 ｻｲﾄｳ	ﾐﾉﾙ	 42	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '14	 Y-YZ250F	 (DL)
130	 伊田	井佐夫	(05/11) ｲﾀﾞ	ｲｻｵ	 57	 Team	KAMIKAZE	 '11	 H-CRF250R	 (PI)

SE	 	 参加：7台	 	 	 	 	
24	 西	信明		 ﾆｼ	ﾉﾌﾞｱｷ	 39	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ	 '14	 Y-YZ450F	 (BS)
60	 原	誠		 ﾊﾗ	ﾏｺﾄ	 43	 小田原ルート1.BRC	 '14	 Y-YZ250F	 (BS)
64	 鈴木	伸彦		 ｽｽﾞｷ	ﾉﾌﾞﾋｺ	 49	 武州ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ	 '14	 Y-YZ250	
87	 PAULO	S.ARAUJO	ﾊﾟｳﾛ	ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　43　MX	BRAVES	 '14	 K-KX450F	 (BS)
101	 須田	謙蔵		 ｽﾀﾞ	ｹﾝｿﾞｳ	 36	 I.R.T.	 '14	 Y-YZ250F	 (BS)
161	 本間	誠一		 ﾎﾝﾏ	ｾｲｲﾁ	 42	 埼玉スポーツライダー	 '14	 Y-YZ250F	 (DL)
252	 栗原	尚史		 ｸﾘﾊﾗ	ﾋｻﾌﾐ	 27	 Hokusoh-R&T	 '12	 Y-YZ250	 (DL)

GP ＆ SE クラス・ヒート１
グリッド抽選15分前までに集合／スタート11：14〜 20分 +1周 GPのみ当日受付8:00まで

プレノービスA	 参加：3台／入賞40%	　※フルサイズMX初心者（N250・450で〜2013.MX10まで入賞圏外だった方）

N-41	 山崎	省二		 ﾔﾏｻﾞｷ	ｼｮｳｼﾞ	 48	 Team	Power	Band	 '12	 K-KX450F	 (BS)
N-42	 中木	亮輔		 ﾅｶｷﾞ	ﾘｮｳｽｹ	 37	 TEAM	MX	JAPAN	 	 KTM-250SXF	
N-74	 SANTOS	MARCIO	ｻﾝﾄｽ	ﾏﾙｼｵ　39　MX	BRAVES	 '06	 H-CR250R	 (BS)
プレノービスB	 参加：0台／入賞40％　※150MX初心者（N150で〜2013.MX10まで入賞圏外だった方）

オープンA	 参加：3台／入賞40％　※資格・車両オープン

N-25	 小野	朋也		 ｵﾉ	ﾄﾓﾔ	 27	 Hokusoh-R&T	 '05	 Y-YZ125	 (DL)
N-26	 鶴川	誠二		 ﾂﾙｶﾜ	ｾｲｼﾞ	 27	 Hokusoh-R&T	 '05	 Y-YZ125	 (DL)
N-33	 和田	裕介		 ﾜﾀﾞ	ﾕｳｽｹ	 36	 MX	BRAVES	 '14	 H-CRF250R	 (BS)

LoX- 軽井沢	 参加：0台／入賞40%　※現地ライダー応援企画（ローカルクロス）

決勝第6レース
グリッド抽選15分前までに集合／スタート11：44〜 5周／当日受付=会員10:30まで（非会員8時まで）

プレノービス-A・B ／ OPEN-A ／ LoX クラス
No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

キッズ走行会	 11：57〜3周	 	 MCFAJ 会員のお子様限定。参加無料。本部受付あり。

午後の公式練習	 12：45 〜13：00	 	午後の決勝レース参加者を対象とした公式練習15分間。（希望者）

11：13 〜 12：59　昼休み／コース整備 ※コース整備はキッズ走行会終了後

Exhib it ion-1

Exhib it ion-2
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セニア70	 参加：2台／入賞40％	 	 	 	
N-71	 斉藤	城太郎		 ｻｲﾄｳ	ｼﾞｮｳﾀﾛｳ	 70	野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '07	 Y-YZ85	 (BS)
N-77	 新津	栄一		 ﾆｲﾂ	ｴｲｲﾁ	 76	東京ｽﾘｰﾎｰｸｽ	 	 Y-YZ250F	
セニア60	 参加：6台／入賞40％	 	 	 	
N-0	 赤松	勝		 ｱｶﾏﾂ	ﾏｻﾙ	 68	東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ	 '11	 H-CRF150R	 (BS)
E-4	 野口	久雄		 ﾉｸﾞﾁ	ﾋｻｵ	 65	TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF450R	
J-21	 芦沢	参三	(05/11) ｱｼｻﾞﾜ	ｻﾝｿﾞｳ	 64	本庄ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '11	 H-CRF450R	 (DL)
N-51	 富澤	兼夫		 ﾄﾐｻﾞﾜ	ﾀｹｵ	 66	東京ｽﾘｰﾎｰｸｽ	 '09	 Y-YZ125	
N-65	 古田	信弘		 ﾌﾙﾀ	ﾉﾌﾞﾋﾛ	 69	豊橋ﾊﾟ - ﾙﾎﾜｲﾄﾗｲﾀﾞｰｽ	 '14	 Y-YZ450F	
J-66	 梅原	秀章		 ｳﾒﾊﾗ	ﾋﾃﾞｱｷ	 67	東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ	 	 Y-YZ250F	 (BS)

セニア50	 参加：1台／入賞40％
N-58	 矢嶋	忠		 ﾔｼﾞﾏ	ﾀﾀﾞｼ	 58	本庄ﾚｰｼﾝｸﾞ - Ⅱ	 '14	 H-CRF150R	 (BS)

セニア40	 参加：0台／入賞40％

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

セニアクラス
グリッド抽選15分前までに集合／スタート13：03〜 4周／当日受付=会員10:30まで（非会員8時まで）
決勝第7レース

決勝第8レース

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 

グリッド抽選15分前までに集合／スタート13：14〜 15分 +1周

SE150 ＆ E150(E-Ⅲ) クラス・ヒート２

SE150	 参加：7台／総合入賞 :	6	位	 	 	 	
1	 大塚	恭之介		 ｵｵﾂｶ	ｷｮｳﾉｽｹ	 39	TEAM　K	with		MY	WAY	 '05	 H-CR85	 (IRC)
6	 飯田	益巳		 ｲｲﾀﾞ	ﾏｽﾐ	 49	矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
58	 安孫子	賢二		 ｱﾋﾞｺ	ｹﾝｼﾞ	 58	てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
64	 窪田	忠昭		 ｸﾎﾞﾀ	ﾀﾀﾞｱｷ	 56	SGM.RACING	 '06	 H-CR85	 (BS)
100	 山崎	進喜		 ﾔﾏｻﾞｷ	ｼﾝｷ	 43	青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ	 	 H-CRF150R	 (BS)
102	 白石	陽介		 ｼﾗｲｼ	ﾖｳｽｹ	 35	ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾂ忠男 .MC	 '13	 KTM-85SX	 (IRC)
111	 藤田	康高		 ﾌｼﾞﾀ	ﾔｽﾀｶ	 47	東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ	 '07	 S-RM85	 (BS)

E150			 参加：9台／総合入賞 :	6	位	 	 	
4	 小川	史朗		 ｵｶﾞﾜ	ｼﾛｳ	 55	H･R･C	 '14	 H-CRF150R	
9	 吉田	健一		 ﾖｼﾀﾞ	ｹﾝｲﾁ	 45	クラブ - カワラ	 '06	 Y-YZ85
27	 山本	久基		 ﾔﾏﾓﾄ	ﾋｻｷ	 45	オヤジライダース	 '13	 H-CRF150R	 (DL)
37	 小泉	俊一郎		 ｺｲｽﾞﾐ	ｼｭﾝｲﾁﾛｳ	48	てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
44	 鍋谷	維章		 ﾅﾍﾞﾀﾆ	ｺﾚｱｷ	 54	東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ	 '11	 H-CRF150R	 (BS)
47	 山本	久雄		 ﾔﾏﾓﾄ	ﾋｻｵ	 45	矢崎　隼	ROOST	 '11	 H-CRF150R	 (BS)
60	 雨宮	舞美		 ｱﾏﾐﾔ	ﾏｲﾐ	 	 ライムグリーンRT	 '14	 K-KX85	 (BS)
88	 水嶋	智		 ﾐｽﾞｼﾏ	ｻﾄｼ	 47	TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (BS)
329	 加藤	貴理		 ｶﾄｳ	ﾀｶﾄｼ	 42	サイクルロード	イトー -RT	 '14	 H-CRF150R	 (IRC)
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J150-B ＆ N150-B（旧オープン B）
決勝第9レース

J150-B	 参加：5台／入賞 :	2	位	 	 	 	
01	 樋上	克之		 ﾋｶﾞﾐ	ｶﾂﾕｷ	 47	矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
04	 芹澤	誠也		 ｾﾘｻﾞﾜ	ﾏｻﾔ	 26	矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
23	 橋本	和貴		 ﾊｼﾓﾄ	ｶｽﾞﾀｶ	 31	ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾂ忠男 .MC	 '12	 H-CRF150R	 (BS)
34	 斉藤	匡彦		 ｻｲﾄｳ	ﾏｻﾋｺ	 43	矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
82	 上野	靖美		 ｳｴﾉ	ﾔｽﾐ	 45	TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (BS)

N150-B	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	
0	 赤松	勝		 ｱｶﾏﾂ	ﾏｻﾙ	 68	東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ	 '11	 H-CRF150R	 (BS)
39	 中野	亮		 ﾅｶﾉ	ﾘｮｳ	 34	矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
40	 田島	直樹		 ﾀｼﾞﾏ	ﾅｵｷ	 32	矢崎　隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
58	 矢嶋	忠		 ﾔｼﾞﾏ	ﾀﾀﾞｼ	 58	本庄ﾚｰｼﾝｸﾞ - Ⅱ	 '14	 H-CRF150R	 (BS)

グリッド抽選15分前までに集合／スタート13：39〜 10分 +1周／当日受付=会員10：30（非会員8時まで）
No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

決勝第10レース
グリッド抽選15分前までに集合／スタート13：57〜 10分 +1周

N250 (N-Ⅱ) クラス決勝

N250			 参加：15台／入賞 :	5	位	 	 	 	
1	 秋葉	俊太朗		 ｱｷﾊﾞ	ｼｭﾝﾀﾛｳ	 36	桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ	 '11	 H-CRF250R	 (BS)
11	 森	純一		 ﾓﾘ	ｼﾞｭﾝｲﾁ	 41	桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ	 '13	 H-CRF250R	 (BS)
14	 海老根	勝		 ｴﾋﾞﾈ	ﾏｻﾙ	 48	Heart	Rocker	 '13	 K-KX250F	 (DL)
17	 佐藤	伸明		 ｻﾄｳ	ﾉﾌﾞｱｷ	 24	埼玉スポーツライダー	 '14	 Y-YZ125	 (DL)
20	 林	祥平		 ﾊﾔｼ	ｼｮｳﾍｲ	 32	I.R.T.	 '11	 Y-YZ125	 (BS)
25	 小野	朋也		 ｵﾉ	ﾄﾓﾔ	 27	Hokusoh-R&T	 '05	 Y-YZ125	 (DL)
26	 鶴川	誠二		 ﾂﾙｶﾜ	ｾｲｼﾞ	 27	Hokusoh-R&T	 '05	 Y-YZ125	 (DL)
31	 山根	広介	(05/11) ﾔﾏﾈ	ｺｳｽｹ	 43	Motocross	1day	Lisence	 '07	 H-CRF250R	 (BS)
33	 和田	裕介		 ﾜﾀﾞ	ﾕｳｽｹ	 36	MX	BRAVES	 '14	 H-CRF250R	 (BS)
38	 沖木	学		 ｵｷｷﾞ	ﾏﾅﾌﾞ	 38	TEAM	URAYAMA	 '14	 Y-YZ125	 (BS)
42	 中木	亮輔		 ﾅｶｷﾞ	ﾘｮｳｽｹ	 37	TEAM	MX	JAPAN	 	 KTM-250SXF	
50	 深谷	慎吾		 ﾌｶﾔ	ｼﾝｺﾞ	 30	東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ	 	 H-CRF250R	
70	 大野	博正		 ｵｵﾉ	ﾋﾛﾏｻ	 43	TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '10	 Y-YZ125	 (BS)
74	 SANTOS	MARCIO	ｻﾝﾄｽ	ﾏﾙｼｵ　39　MX	BRAVES	 '06	 H-CR250R	 (BS)
303	 目黒	光廣		 ﾒｸﾞﾛ	ﾐﾂﾋﾛ	 57	TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '10	 S-RMZ250	 (BS)

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ
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決勝第12レース

GP	 	 参加：2台／総合入賞 :6	位
47	 斉藤	稔		 ｻｲﾄｳ	ﾐﾉﾙ	 42	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '14	 Y-YZ250F	 (DL)
130	伊田	井佐夫	(05/11) ｲﾀﾞ	ｲｻｵ	 57	 Team	KAMIKAZE	 '11	 H-CRF250R	 (PI)

SE	 	 参加：7台／総合入賞 :	6	位	 	 	
24	 西	信明		 ﾆｼ	ﾉﾌﾞｱｷ	 39	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ	 '14	 Y-YZ450F	 (BS)
60	 原	誠		 ﾊﾗ	ﾏｺﾄ	 43	 小田原ルート1.BRC	 '14	 Y-YZ250F	 (BS)
64	 鈴木	伸彦		 ｽｽﾞｷ	ﾉﾌﾞﾋｺ	 49	 武州ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ	 '14	 Y-YZ250	
87	 PAULO	S.ARAUJO	ﾊﾟｳﾛ	ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　43　MX	BRAVES	 '14	 K-KX450F	 (BS)
101	須田	謙蔵		 ｽﾀﾞ	ｹﾝｿﾞｳ	 36	 I.R.T.	 '14	 Y-YZ250F	 (BS)
161	本間	誠一		 ﾎﾝﾏ	ｾｲｲﾁ	 42	 埼玉スポーツライダー	 '14	 Y-YZ250F	 (DL)
252	栗原	尚史		 ｸﾘﾊﾗ	ﾋｻﾌﾐ	 27	 Hokusoh-R&T	 '12	 Y-YZ250	 (DL)

グリッド抽選15分前までに集合／スタート14：38〜 20分 +1周
No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

GP ＆ SE クラス - ヒート 2

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

決勝第11レース

E250	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
02	 新垣	盛彦		 ｱﾗｶﾞｷ	ﾓﾘﾋｺ	 52	 チーム TORAO	 '12	 Y-YZ250F	
17	 工藤	厚		 ｸﾄﾞｳ	ｱﾂｼ	 51	 PRECIOUS.FRT	 '09	 H-CRF250R	 (BS)
31	 延島	陽一郎		ﾉﾌﾞｼﾏ	ﾖｳｲﾁﾛｳ	 41	 Team	Power	Band	 '14	 K-KX250F	 (BS)
37	 小泉	俊一郎		ｺｲｽﾞﾐ	ｼｭﾝｲﾁﾛｳ	 48	 てびち	 	 K-KX250F	 (BS)

J250	 参加：7台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
16	 時田	敏明	(05/11) ﾄｷﾀ	ﾄｼｱｷ	 52	 MX-1day-Lisence	 '14	 Y-YZ250F	 (BS)
18	 湯原	修		 ﾕﾊﾗ	ｵｻﾑ	 58	 ジェラルレーシング	 '12	 S-RMZ250	 (DL)
22	 川田	憲秀		 ｶﾜﾀﾞ	ｹﾝｼｭｳ	 45	 桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ	 '13	 H-CRF250R	 (DL)
34	 見城	和幸		 ｹﾝｼﾞｮｳ	ｶｽﾞﾕｷ	 44	 K-3	 '14	 K-KX250F	 (BS)
115	西田	昌弘		 ﾆｼﾀﾞ	ﾏｻﾋﾛ	 40	 LynxTrick	 	 S-RMZ250	 (BS)
132	山崎	光明		 ﾔﾏｻﾞｷ	ﾐﾂｱｷ	 31	 I.R.T.	 '11	 Y-YZ125	
911	関	隆之		 ｾｷ	ﾀｶﾕｷ	 44	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '00	 H-CR125	 (BS)

グリッド抽選15分前までに集合／スタート14：15〜 15分 +1周

E250 ＆ J250 (E&J-Ⅱ) クラス決勝


