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Motorcycle Club Federation of All Japan

1●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㈱／㈲ NUTEC Japan ／
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（パーマラックス）／
㈱クシタニ／コーヒーショップ芳豆樹／㈶ JK A オートレース事業 所／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／㈲フォーシーズンズ／
プライベートレーシング／㈲北相モーターサイクル販売／ Body Maintenance 3110 ／ PHOTO HUNTER ／
MY ROAD-Ⅱ／ラビット三鷹東八通り店㈱新栄／㈱ワークスワン／他、

順不同

　平成２8 年 3 月 13 日      　　　　　　　MX408(new)　　　　　　　　　　　　　　参加台数：114 台 

●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 〜 08：25	 開会式／ライダースミーティング	
●公式練習（各 15 分）※８時半まではエンジンをかけないでください。またパドック内で空ぶかしはやめてください。	
	 ①　08：30	〜 08：40		EJ450&250	（フルサイズ）	 	 (16	台 +	α	)
	 ②　08：45	〜 08：55		Ｎ	450&250	（フルサイズ）	 	 (12	台 +	α	)
	 ③　08：50	〜 09：00		SE150		 	 	 (9	台 +	α	)
	 ④　09：05	〜 09：15		EJ150		 	 	 (11	台 +	α	)
	 ⑤　09：20	〜 09：30		N150		 	 	 (12	台 +	α	)
	 ⑥　09：35	〜 09：45		GP	＆	SE（フルサイズ）	 	 (10	台 +	α	)
●決勝レース　                       
　①　09：50	〜 10：08		 EJ450	 (15	分 +1	周 )		 12	台
	 ②　10：11	〜 10：24		N450		 (10	分 +1	周 )		 9	台
	 ③　10：27	〜 10：47		SE150	ヒート１	 (15	分 +1	周＋サイティング１周 )		 10	台
	 ④　10：50	〜 11：08		EJ150		 (15	分 +1	周 )		 13	台
	 ⑤　11：11	〜 11：24		N150		 (10	分 +1	周 )		 12	台
	 ⑥　11：27	〜 11：49		GP&SE	ヒート 1	(15	分 +1	周＋サイティング１周 )		GP1/SE9	台
	 ⑦　11：52	〜 12：02		Pre-N/Open/Lox	(5	周 )　		 ※	10	時まで　		 Pn-1/Op2/Lox--	台
	 ★　12：05	〜 12：11		キッズ走行会予定	 (3	周 )　※連盟会員のお子様に限ります（本部テントにて受付）
	 ★ 	 昼 	 休 	 み 	 ★ 			 (	コース整備・散水 )
	 ★　13：00	〜 13：15		午後の公式練習		 （15	分間）	 ※⑧〜⑬レース出走者対象（希望者）

	 ⑧　13：18	〜 13：28	 2st.Mania/	セニア	(5	周 )　		 ※	10	時まで		 2st-3/	セニア -4	台
	 ⑨　13：31	〜 13：51	 SE150	ヒート 2	 (15	分 +1	周＋サイティング１周 )	 	(10	台 )
	 ⑩　13：54	〜 14：07		EJ-N150-B	レース	(10	分 +1	周 )		 EJ9/N6	台
	 ⑪　14：10	〜 14：23		N250		 (10	分 +1	周 )		 9	台
	 ⑫　14：26	〜 14：44		EJ250		 (15	分 +1	周 )		 14	台
	 ⑬　14：47	〜 15：09		GP&SE	ヒート２	(15	分+1	周＋サイティング１周)	(GP1/SE9	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10：00まで

2016 Clubman Motocross 第2戦

（2016.03.10）
※赤文字部分が訂正箇所です。
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EJ450	 参加：12台／入賞 :	4	位	 	 	 	 	
2	 渡辺	訓		 ﾜﾀﾅﾍﾞ	ｻﾄｼ	 60	 MRC	 '16	 Y-YZF250F	
04	 小山	友一		 ｺﾔﾏ	ﾄﾓｶｽﾞ	 36	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF250R	 (BS)
10	 榎戸	栄一		 ｴﾉｷﾄﾞ	ｴｲｲﾁ	 52	 オヤジライダース	 '16	 Y-YZ250F	
15	 藤堂	豪		 ﾄｳﾄﾞｳ	ｽｸﾞﾙ	 63	 湘南シニアライダース	 '15	 K-KX250F	 (BS)
18	 湯原	修		 ﾕﾊﾗ	ｵｻﾑ	 60	 ジェラルレーシング	 '12	 S-RMZ250	 (BS)
34	 見城	和幸		 ｹﾝｼﾞｮｳ	ｶｽﾞﾕｷ	 46	 K-3	 '14	 K-KX250F	 (BS)
40	 高橋	実		 ﾀｶﾊｼ	ﾐﾉﾙ	 40	 小田原ﾙｰﾄ１	 '12	 K-KX450F	
45	 内間	俊一		 ｳﾁﾏ	ｼｭﾝｲﾁ	 56	 てびち	 	 K-KX250F	
46	 工藤	厚		 ｸﾄﾞｳ	ｱﾂｼ	 52	 PRECIOUS.FRT	 '13	 H-CRF450R	 (DL)
69	 竹ノ内	和豊		 ﾀｹﾉｳﾁ	ｶｽﾞﾄﾖ	 46	 Team	YAM	 '02	 H-CR125R	 (BS)
74	 三田	晋		 ﾐﾀ	ｼﾝ	 41	 MHP+ ﾓﾄﾊｳｽ＆ｱｻｲﾝ	 '16	 S-RMZ250	 (BS)
123	 柳川	謙		 ﾔﾅｶﾞﾜ	ｹﾝ	 52	 TRK ｵﾌﾛｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ	 '13	 H-CRF450R	 (BS)

N450	 参加：9台／入賞 :	3	位	 	 	 	 	
2	 目黒	光廣		 ﾒｸﾞﾛ	ﾐﾂﾋﾛ	 59	 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '15	 Y-YZ250F	 (BS)
27	 佐藤	智和		 ｻﾄｳ	ﾄﾓｶｽﾞ	 39	 湘南MCC	 '15	 Y-YZ250F	 (BS)
43	 溝渕	信介		 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ	ｼﾝｽｹ	 51	 ﾍﾞｽﾄ	ﾗｲﾀﾞｰｽ	ｸﾗﾌﾞ (B.R.C.)	 '14	 H-CRF250R	 (BS)
49	 山田	昌伸		 ﾔﾏﾀﾞ	ﾏｻﾉﾌﾞ	 49	 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ	 	 Y-YZ125	 (BS)
63	 鷹見	全喜		 ﾀｶﾐ	ﾏｻﾖｼ	 41	 ドリルレーシング	 '14	 H-CRF250R	 (BS)
65	 井上	哲雄		 ｲﾉｳｴ	ﾃﾂｵ	 64	 小田原ﾙｰﾄ１	 '16	 K-KX250F	
111	 畔蒜	秀享		 ｱﾋﾞﾙ	ﾋﾃﾞﾀｶ	 38	 Me&Her	Racing	 '15	 Y-YZ125	 (BS)
145	 笹川	活禎		 ｻｻｶﾞﾜ	ｶﾂﾖｼ	 50	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ	 '13	 H-CRF250R	 (BS)
177	 蓑毛	篤		 ﾐﾉﾓ	ｱﾂｼ	 38	 TEAM	MX	JAPAN	 '09	 H-CRF450R	 (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

※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／（IRC）イノウエ

◎大会本部
 新津 栄一 （大会会長・暫定表彰） 東京スリーホークス
 小泉 甫 （競技監督・暫定表彰） 日大& 明治 MCC 
 服部 修三 （進行管理・放送） ベストライダースクラブ（B.R.C.） 
 中根 秀一 （PC 担当・本部長） Me&Her Racing 
 中根 幸子 （賞典） Me&Her Racing
 小笠 原 潔 （賞典） 日大& 明治 MCC 
 伊藤 房子 （賞状） 日大& 明治 MCC
◎計時セクション
 三谷 文男 （計時長） サンシャインシティライダース
 三谷 美恵子 （集計） サンシャインシティライダース
 阿部 俊夫 （計時） ゴルディーニクラブ
 井上元一 （計時） ゴルディーニクラブ
 井上充子 （計時） ゴルディーニクラブ
 木村 郁夫 （ゴール・MX副委員長） ゴルディーニクラブ
◎グリッド抽選セクション
 斉藤 忠一 （抽選） C.C.M.C.C.
 斉藤 耕治 （抽選） C.C.M.C.C.

◎車検・進行・コースセクション
 宍戸　護 （審査長） チーム MY ROAD
 真壁 政和 （審査委員・MX委員長） 湘南 MCC
 斉藤 城太郎 （審査委員・進行） 野田ジュニアレーシングクラブ
 斉藤 克巳 （進行） 野田ジュニアレーシングクラブ
 斉藤 稔 （進行・MX 副委員長） 野田ジュニアレーシングクラブ
 斉藤 寛 （コース） 野田ジュニアレーシングクラブ
 富澤 兼夫 （進行） 東京スリーホークス
 田井 滋之 （コース） 日大& 明治 MCC
 古野 和典 （コース） チーム MY ROAD 
 藤川 仁 （コース） カワセミ･レーシング･クラブ
 矢部 富一 （コース） カワセミ･レーシング･クラブ
 西川和良 （マーシャルライダー） Heart Rocker
 ※その他、コースマーシャルなど現地スタッフの皆様

◎レスキューレンジャー
 日髙 慎介 （レスキュー隊長） カワセミ･レーシング･クラブ
 中村 信弘 （レスキュー隊員） ベストライダースクラブ（B.R.C.）

大会名：2016クラブマンモトクロス第 2戦
開催日：平成 28 年 3月13日
開催地：MX408
主　催：全日本モーターサイクルクラブ連盟

EJ450

N450

エキスパートジュニア 450(EJ- Ⅰ ) クラス決勝　　     グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 09：50 〜 15 分 +1 周

ノービス 450(N- Ⅰ ) クラス決勝　　　　　　　 　     グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：11 〜 10 分 +1 周

final race

final race
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

SE150	 参加：10台	 	 	 	 	 	
1	 藤田	康高		 ﾌｼﾞﾀ	ﾔｽﾀｶ	 49	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ	 '14	 S-RM85	 (BS)
2	 飯田	益巳		 ｲｲﾀﾞ	ﾏｽﾐ	 51	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
13	 宮本	淑美		 ﾐﾔﾓﾄ	ﾖｼﾐ	 	 TEAM-M･1-RACING	 '16	 Y-YZ85	 (BS)
22	 安孫子	賢二		 ｱﾋﾞｺ	ｹﾝｼﾞ	 60	 てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
32	 山崎	光明		 ﾔﾏｻﾞｷ	ﾐﾂｱｷ	 33	 I.R.T.	 '14	 Y-YZ85	 (BS)
36	 樋上	克之		 ﾋｶﾞﾐ	ｶﾂﾕｷ	 48	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
37	 小泉	俊一郎		 ｺｲｽﾞﾐ	ｼｭﾝｲﾁﾛｳ	 50	 てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
100	 山崎	進喜		 ﾔﾏｻﾞｷ	ｼﾝｷ	 45	 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ	 	 H-CRF150R	 (BS)
329	 加藤	貴理		 ｶﾄｳ	ﾀｶﾄｼ	 44	 サイクルロード	イトー -RT	 '14	 H-CRF150R	 (IRC)
634	 大内	健八		 ｵｵｳﾁ	ｹﾝﾔ	 46	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 H-CRF150R	

2SE150 
スーパーエキスパート 150 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 10：27 〜 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

EJ150	 参加：13台／入賞 :	4 位	 	 	 	
01	 斉藤	銀汰		 ｻｲﾄｳ	ｷﾞﾝﾀ	 14	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '16	 Y-YZ85	 (BS)
07	 加藤	浩介	(03/13)	ｶﾄｳ	ﾋﾛｽｹ	 32	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 Y-YZ85
8	 小川	史朗		 ｵｶﾞﾜ	ｼﾛｳ	 57	 H･R･C	 '14	 H-CRF150R	
11	 波戸	玲		 ﾊﾄ	ｱｷﾗ	 46	 工学院ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ部 .BRC	 '12	 H-CRF150R	 (BS)
34	 斉藤	匡彦		 ｻｲﾄｳ	ﾏｻﾋｺ	 45	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
39	 中野	亮		 ﾅｶﾉ	ﾘｮｳ	 36	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
74	 中根	隼		 ﾅｶﾈ	ﾊﾔﾄ	 14	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 '05	 S-RM85	 (DL)
77	 野口	久雄		 ﾉｸﾞﾁ	ﾋｻｵ	 67	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (IRC)
82	 上野	靖美		 ｳｴﾉ	ﾔｽﾐ	 47	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (BS)
88	 水嶋	智		 ﾐｽﾞｼﾏ	ｻﾄｼ	 49	 TEAM	MX	JAPAN	 	 K-KX100	 (BS)
99	 折笠	令		 ｵﾘｶｻ	ﾘｮｳ	 46	 REAL	FLAT	 '12	 H-CRF150R	 (BS)
147	 高橋	淑江		 ﾀｶﾊｼ	ﾖｼｴ	 	 MCRガレージ	 '12	 H-CRF150R	 (BS)
634	 大内	力也		 ｵｵｳﾁ	ﾘｷﾔ	 19	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 H-CRF150R	

EJ150
エキスパートジュニア 150(EJ- Ⅲ ) クラス決勝　　       グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：50 〜 15 分 +1 周

final race

heat -1

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
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プレノービス	 参加：1台／入賞40%	　※フルサイズMX初心者と、N250・450で〜2014.MX9まで入賞圏外だった方

N-19	 竹ノ内	咲里奈		 ﾀｹﾉｳﾁ	ｻﾘﾅ	 	 Team	YAM	 '09	 H-CRF150R	
オープン	 参加：2台／入賞40%　※資格・排気量無制限

N-28	 NUNEZ	ARIEL	ﾇﾈｽ	ｱﾘｴﾙ	 28	 MX	BRAVES	 '14	 K-KX250	
N-74	 Santos	Marcio	ｻﾝﾄｽ	ﾏﾙｼｵ	 41	 MX	BRAVES	 '13	 H-CRF250R	
LoX408	 	 参加：0台／入賞40%　※現地ライダー応援企画（ローカルクロス）

※当日受付=会員10：00（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

※当日受付=会員10：00（非会員8時まで）

GP	 	 参加：1台	 	 	 	 	
14	 斉藤	寛		 ｻｲﾄｳ	ﾋﾛｼ	 41	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '05	 Y-YZ125	 ( D L )
SE	 	 参加：9台	 	 	 	 	
6	 池田	均		 ｲｹﾀﾞ	ﾋﾄｼ	 55	 オヤジライダース	 '10	 H-CRF250R	 (BS)
23	 小池	活志		 ｺｲｹ	ｶﾂｼ	 50	 勇レーシング東京	 '10	 S-RMZ250	 (BS)
24	 西	信明		 ﾆｼ	ﾉﾌﾞｱｷ	 41	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ	 '16	 Y-YZ450F	 (BS)
32	 山崎	光明		 ﾔﾏｻﾞｷ	ﾐﾂｱｷ	 33	 I.R.T.	 '15	 Y-YZ125	 (BS)
37	 小泉	俊一郎		 ｺｲｽﾞﾐ	ｼｭﾝｲﾁﾛｳ	 50	 てびち	 	 K-KX250F	 (BS)
87	 PAULO	S.ARAUJO	　ﾊﾟｳﾛ	ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　44　MX	BRAVES	 '16	 K-KX450F	 (BS)
511	 須田	謙蔵		 ｽﾀﾞ	ｹﾝｿﾞｳ	 38	 I.R.T.	 '15	 Y-YZ250F	 (BS)
625	 宮本	英治		 ﾐﾔﾓﾄ	ｴｲｼﾞ	 61	 TEAM-M･1-RACING	 '16	 Y-YZ250F	 (BS)
634	 大内	健八		 ｵｵｳﾁ	ｹﾝﾔ	 46	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 H-CRF450R	

N150	 参加：12台／入賞 :	4	位	 	 	 	
0	 赤松	勝		 ｱｶﾏﾂ	ﾏｻﾙ	 70	 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C	 '14	 H-CRF150R	 (BS)
11	 中澤	貴章		 ﾅｶｻﾞﾜ	ﾀｶｱｷ	 44	 H･R･C	 '13	 H-CRF150R	
14	 布施	昭男		 ﾌｾ	ｱｷｵ	 67	 てびち	 '12	 H-CRF150R	 (IRC)
15	 長島	誠一		 ﾅｶﾞｼﾏ	ｾｲｲﾁ	 64	 多摩レーシング	 '14	 Y-YZ85	 (BS)
19	 竹ノ内	咲里奈		ﾀｹﾉｳﾁ	ｻﾘﾅ	 	 Team	YAM	 '09	 H-CRF150R	
25	 佐野	雅大		 ｻﾉ	ﾏｻﾋﾛ	 34	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
50	 田中	満男		 ﾀﾅｶ	ﾐﾂｵ	 67	 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ	RC	 '07	 H-CRF150R	 (BS)
53	 岡田	伸久		 ｵｶﾀﾞ	ﾉﾌﾞﾋｻ	 37	 Team	YAM	 '16	 K-KX100	
71	 成沢	淳一		 ﾅﾙｻﾜ	ｼﾞｭﾝｲﾁ	 44	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '16	 Y-YZ85	 (BS)
113	 海老根	小百合		ｴﾋﾞﾈ	ｻﾕﾘ	 	 Heart	Rocker	 '09	 H-CRF150R	 (DL)
153	 蓮見	和久	(03/13)	ﾊｽﾐ	ｶｽﾞﾋｻ	 43	 Motocross	1day	Lisence	 '12	 H-CRF150R	 (IRC)
253	 藤倉	教雄		 ﾌｼﾞｸﾗ	ﾉﾘｵ	 46	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 '15	 H-CRF150R	

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

GP & SE 

PN & Open & LoX

N150 

GP& スーパーエキスパートクラスヒート１　　             グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 11：27 〜 15 分 +1 周

プレノービス＆オープン＆ローカルクロス　                            グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 11：52 〜 5 周

ノービス 150(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 11：11 〜 10 分 +1 周

final race

heat-1



❽

❾

❽
2st.Mania/Senia-70-60-50  ❾

SE150 Heat-2 
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SE150	 参加：10台／入賞 :	総合6	位	 	 	 	
1	 藤田	康高		 ﾌｼﾞﾀ	ﾔｽﾀｶ	 49	 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ	 '14	 S-RM85	 (BS)
2	 飯田	益巳		 ｲｲﾀﾞ	ﾏｽﾐ	 51	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
13	 宮本	淑美		 ﾐﾔﾓﾄ	ﾖｼﾐ	 	 TEAM-M･1-RACING	 '16	 Y-YZ85	 (BS)
22	 安孫子	賢二		ｱﾋﾞｺ	ｹﾝｼﾞ	 60	 てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
32	 山崎	光明		 ﾔﾏｻﾞｷ	ﾐﾂｱｷ	 33	 I.R.T.	 '14	 Y-YZ85	 (BS)
36	 樋上	克之		 ﾋｶﾞﾐ	ｶﾂﾕｷ	 48	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
37	 小泉	俊一郎		ｺｲｽﾞﾐ	ｼｭﾝｲﾁﾛｳ	50	 てびち	 	 H-CRF150R	 (BS)
100	 山崎	進喜		 ﾔﾏｻﾞｷ	ｼﾝｷ	 45	 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ	 	 H-CRF150R	 (BS)
329	 加藤	貴理		 ｶﾄｳ	ﾀｶﾄｼ	 44	 サイクルロード	イトー -RT	 '14	 H-CRF150R	 (IRC)
634	 大内	健八		 ｵｵｳﾁ	ｹﾝﾔ	 46	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 H-CRF150R	

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

2st.Mania	 参加：3台／入賞40％	 	 	
E-01	 斉藤	銀汰		 ｻｲﾄｳ	ｷﾞﾝﾀ	 14	 野田ｼ ｭ゙ﾆｱﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ	 '16	 Y-YZ85	 (BS)
N-53	岡田	伸久		 ｵｶﾀﾞ	ﾉﾌﾞﾋｻ	 37	 Team	YAM	 '16	 K-KX100	
N-111	畔蒜	秀享		 ｱﾋﾞﾙ	ﾋﾃ ﾀ゙ｶ	 38	 Me&Her	Racing	 '15	 Y-YZ125	 (BS)
セニア70	 参加：3台／入賞40％　※ベテランレース70歳以上	 	
N-0	 赤松	勝		 ｱｶﾏﾂ	ﾏｻﾙ	 70	 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C	 '14	 H-CRF150R	 (BS)
N-73	 斉藤	城太郎		ｻｲﾄｳ	ｼﾞｮｳﾀﾛｳ	 72	 野田ｼ ｭ゙ﾆｱﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ	 '07	 Y-YZ85	 (BS)
N-77	新津	栄一		 ﾆｲﾂ	ｴｲｲﾁ	 78	 東京ｽﾘｰﾎｰｸｽ	 	 Y-YZ250F	
セニア60	 参加：1台／入賞40％　※ベテランレース60歳以上	 	 	 	
N-51	富澤	兼夫		 ﾄﾐｻﾞﾜ	ﾀｹｵ	 68	 東京ｽﾘｰﾎｰｸｽ	 '09	 Y-YZ125
セニア50	 参加：0台／入賞40％　※ベテランレース50歳以上
※当日受付=会員10：00（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

キッズ走行会	 12：05 〜3周	 MCFAJ会員のお子様限定。参加無料。本部で参加受付してください。

昼休み／コース整備	 12：10〜 12：59	 コース整備はキッズ走行会終了後

Exhib it ion-1

Exhib it ion-2
午後の公式練習	 13：00 〜13：15	 午後の決勝レース参加者を対象とした公式練習（希望者）

2st.Mania & Senia70-60-50
2 ストマニア＆セニア 70・60・50　                                     グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 13：18 〜 5 周

SE150 
スーパーエキスパート 150 クラスヒート 2　　             グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 13：31 〜 15 分 +1 周

heat-2

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　
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グリッド抽選15分前までに集合
スタート13：31〜15分+1周

EJ150-B	 参加：9台／入賞 :	3	位	 	 	 	
01	 斉藤	銀汰		 ｻｲﾄｳ	ｷﾞﾝﾀ	 14	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '16	 Y-YZ85	 (BS)
11	 波戸	玲		 ﾊﾄ	ｱｷﾗ	 46	 工学院ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ部 .BRC	 '12	 H-CRF150R	 (BS)
34	 斉藤	匡彦		 ｻｲﾄｳ	ﾏｻﾋｺ	 45	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
39	 中野	亮		 ﾅｶﾉ	ﾘｮｳ	 36	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
74	 中根	隼		 ﾅｶﾈ	ﾊﾔﾄ	 14	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 '05	 S-RM85	 (DL)
77	 野口	久雄		 ﾉｸﾞﾁ	ﾋｻｵ	 67	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (IRC)
82	 上野	靖美		 ｳｴﾉ	ﾔｽﾐ	 47	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF150R	 (BS)
88	 水嶋	智		 ﾐｽﾞｼﾏ	ｻﾄｼ	 49	 TEAM	MX	JAPAN	 	 K-KX100	 (BS)
634	大内	力也		 ｵｵｳﾁ	ﾘｷﾔ	 19	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 H-CRF150R	
N150-B	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	
0	 赤松	勝		 ｱｶﾏﾂ	ﾏｻﾙ	 70	 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C	 '14	 H-CRF150R	 (BS)
14	 布施	昭男		 ﾌｾ	ｱｷｵ	 67	 てびち	 '12	 H-CRF150R	 (IRC)
25	 佐野	雅大		 ｻﾉ	ﾏｻﾋﾛ	 34	 隼	ROOST	 	 H-CRF150R	 (BS)
50	 田中	満男		 ﾀﾅｶ	ﾐﾂｵ	 67	 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ	RC	 '07	 H-CRF150R	 (BS)
71	 成沢	淳一		 ﾅﾙｻﾜ	ｼﾞｭﾝｲﾁ	 44	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '16	 Y-YZ85	 (BS)
253	藤倉	教雄		 ﾌｼﾞｸﾗ	ﾉﾘｵ	 46	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 '15	 H-CRF150R	

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

EJ150-B & N150-B 
エキスパートジュニア 150-B ＆ノービス 150-B　　     グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 13：54 〜 10 分 +1 周

N250	 参加：9台／入賞 :	3	位	 	 	 	
27	 佐藤	智和		 ｻﾄｳ	ﾄﾓｶｽﾞ	 39	 湘南MCC	 '15	 Y-YZ250F	 (BS)
28	 NUNEZ	ARIEL	ﾇﾈｽ	ｱﾘｴﾙ	 28	 MX	BRAVES	 '14	 K-KX250	
43	 溝渕	信介		 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ	ｼﾝｽｹ	 51	 ﾍﾞｽﾄ	ﾗｲﾀﾞｰｽ	ｸﾗﾌﾞ (B.R.C.)	 '14	 H-CRF250R	 (BS)
49	 山田	昌伸		 ﾔﾏﾀﾞ	ﾏｻﾉﾌﾞ	 49	 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ	 	 Y-YZ125	 (BS)
52	 鈴木	慎弥	(03/13)	ｽｽﾞｷ	ｼﾝﾔ	 29	 Motocross	1day	Lisence	 '12	 Y-YZ250F	 (DL)
63	 鷹見	全喜		 ﾀｶﾐ	ﾏｻﾖｼ	 41	 ドリルレーシング	 '14	 H-CRF250R	 (BS)
74	 Santos	Marcio	ｻﾝﾄｽ	ﾏﾙｼｵ	 41	 MX	BRAVES	 '13	 H-CRF250R	
111	 畔蒜	秀享		 ｱﾋﾞﾙ	ﾋﾃﾞﾀｶ	 38	 Me&Her	Racing	 '15	 Y-YZ125	 (BS)
145	 笹川	活禎		 ｻｻｶﾞﾜ	ｶﾂﾖｼ	 50	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ	 '13	 H-CRF250R	 (BS)

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

N250
ノービス 250(N- Ⅱ ) クラス決勝　　                          グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：10 〜 10 分 +1 周

final race

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　

㈱ワークスワン　Tel.090-3804-3024　
soul-w1@ae.auone-net.jp
東京都杉並区西荻駅前

VICTORY	T-SHIRTS 企画提供

チームウェア・ステッカー制作
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

EJ250	 参加：14台／入賞 :	4	位	 	 	 	
07	 加藤	浩介	(03/13)	ｶﾄｳ	ﾋﾛｽｹ	 32	 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 Y-YZ250F
2	 渡辺	訓		 ﾜﾀﾅﾍﾞ	ｻﾄｼ	 60	 MRC	 '16	 Y-YZF250F	
8	 海老根	勝		 ｴﾋﾞﾈ	ﾏｻﾙ	 49	 Heart	Rocker	 '16	 K-KX250F	 (DL)
10	 榎戸	栄一		 ｴﾉｷﾄﾞ	ｴｲｲﾁ	 52	 オヤジライダース	 '16	 Y-YZ250F	
15	 藤堂	豪		 ﾄｳﾄﾞｳ	ｽｸﾞﾙ	 63	 湘南シニアライダース	 '15	 K-KX250F	 (BS)
18	 湯原	修		 ﾕﾊﾗ	ｵｻﾑ	 60	 ジェラルレーシング	 '12	 S-RMZ250	 (BS)
34	 見城	和幸		 ｹﾝｼﾞｮｳ	ｶｽﾞﾕｷ	 46	 K-3	 '14	 K-KX250F	 (BS)
45	 内間	俊一		 ｳﾁﾏ	ｼｭﾝｲﾁ	 56	 てびち	 	 K-KX250F	
46	 工藤	厚		 ｸﾄﾞｳ	ｱﾂｼ	 52	 PRECIOUS.FRT	 '13	 H-CRF450R	 (DL)
69	 竹ノ内	和豊		 ﾀｹﾉｳﾁ	ｶｽﾞﾄﾖ	 46	 Team	YAM	 '02	 H-CR125R	 (BS)
74	 三田	晋		 ﾐﾀ	ｼﾝ	 41	 MHP+ ﾓﾄﾊｳｽ＆ｱｻｲﾝ	 '16	 S-RMZ250	 (BS)
93	 内野	雅治		 ｳﾁﾉ	ﾏｻﾊﾙ	 47	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 K-KX125	 (BS)
123	柳川	謙		 ﾔﾅｶﾞﾜ	ｹﾝ	 52	 TRK ｵﾌﾛｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ	 '13	 H-CRF450R	 (BS)
210	日當	勝彦		 ﾆｯﾄｳ	ｶﾂﾋｺ	 57	 TEAM	MX	JAPAN	 	 H-CRF250R	

EJ250
エキスパートジュニア 250(EJ- Ⅱ ) クラス決勝　　        グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：26 〜 15 分 +1 周

GP	 	 参加：1台／入賞：総合6位	 	 	
14	 斉藤	寛		 ｻｲﾄｳ	ﾋﾛｼ	 41	 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ	 '05	 Y-YZ125	 (DL)	

SE	 	 参加：14台／入賞：総合6位	 	 	 	
6	 池田	均		 ｲｹﾀﾞ	ﾋﾄｼ	 55	 オヤジライダース	 '10	 H-CRF250R	 (BS)
23	 小池	活志		 ｺｲｹ	ｶﾂｼ	 50	 勇レーシング東京	 '10	 S-RMZ250	 (BS)
24	 西	信明		 ﾆｼ	ﾉﾌﾞｱｷ	 41	 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ	 '16	 Y-YZ450F	 (BS)
32	 山崎	光明		 ﾔﾏｻﾞｷ	ﾐﾂｱｷ	 33	 I.R.T.	 '15	 Y-YZ125	 (BS)
37	 小泉	俊一郎		ｺｲｽﾞﾐ	ｼｭﾝｲﾁﾛｳ	50	 てびち	 	 K-KX250F	 (BS)
87	 PAULO	S.ARAUJO	ﾊﾟｳﾛ	ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　44　MX	BRAVES	 '16	 K-KX450F	 (BS)
511	 須田	謙蔵		 ｽﾀﾞ	ｹﾝｿﾞｳ	 38	 I.R.T.	 '15	 Y-YZ250F	 (BS)
625	 宮本	英治		 ﾐﾔﾓﾄ	ｴｲｼﾞ	 61	 TEAM-M･1-RACING	 '16	 Y-YZ250F	 (BS)
634	 大内	健八		 ｵｵｳﾁ	ｹﾝﾔ	 46	 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ	 	 H-CRF450R	

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

※当日受付=会員10：00（非会員8時まで）

GP & SE 
GP ＆スパーエキスパートクラス・ヒート 2　　             グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：47 〜 15 分 +1 周

final race

heat-2
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