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　平成２9 年 10 月1 日    　　　　　　　　　筑波サーキット 　　   　  　　　　　　　　　 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
 　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 〜 08：08 サイドカー (8)
②　07：59 までに集合 08：14 〜 08：22 GP-125(4)/NEO-250(8)/NEO-A(5)/NEO-B(7)/2&4(3)
③　08：13 までに集合 08：28 〜 08：36  NP150(2)/C.O.T.T.-125-4st(3)・2st(5)/90(6)/50(5)
④　08：27 までに集合 08：42 〜 08：50 Max7-A 空冷 (5)・B 水冷 (6)/Max10-ⅡA(2)・ⅡB(4)・80'S-B(3)・JR(2)
⑤　08：41 までに集合 08：56 〜 09：04 E アンリミ (7)/N アンリミ (5)/EP600(3)
⑥　08：55 までに集合 09：10 〜 09：18 Super Max(8)/Max4(13)
◆リタイヤ引き上げ（5 分）
⑦　09：14 までに集合 09：29 〜 09：37 スーパーモンスター 80's-A(13)
⑧　09：28 までに集合 09：43 〜 09：51  オーバー 40 レジェンド (19)/C.S.S.C.-OPEN(11)
⑨　09：42 までに集合 09：57 〜 10：05 L.O.C.=ULW(7)/LW-A(4)・B(2)/JR-A(5)/SE-A(8)/PRE1950(1)
⑩　09：56 までに集合 10：11 〜 10：19  A.V.C.C.=MDF-A(1)・B(8)/STOCK-B(7)/FSCR(6)
⑪　10：10 までに集合 10：25 〜 10：33 L.O.C.=JR-B(3)/SE-B(3)/HW-A(5)・B(10)/HWO-B(10)

⑫　10：24 までに集合 10：39 〜 10：54
 エンデュランス 3000

   SP12(4)/2st.GP(2)/4st.GP(3)/FL-1(5)/FL-2(6)/FL-4(12)/T-MAX(3)
◆リタイヤ引き上げ（5 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　10：45 までに集合 11：05 〜 11：15 8 周  GP-125/NEO-250/NEO-A/NEO-B/2&4
②　11：06 までに集合 11：26 〜 11：35 7 周  スーパーモンスター 80's-A
③　11：26 までに集合 11：46 〜 11：56 8 周  E アンリミ /N アンリミ /EP600
④　11：47 までに集合 12：07 〜 12：17 8 周  Super Max/Max4
⑤　12：08 までに集合 12：28 〜 12：37 6 周  NP150/C.O.T.T.-125-4st/125-2st/90/50
⑥　12：28 までに集合 12：48 〜 12：57 7 周  Max7-A 空冷・B 水冷
◆リタイヤ引き上げ（5 分）
⑦　12：48 までに集合 13：08 〜 13：17 7 周  サイドカー
⑧　13：08 までに集合 13：28 〜 13：37 7 周  オーバー 40 レジェンド /C.S.S.C.-OPEN
⑨　13：28 までに集合 13：48 〜 13：57 7 周  Max10-ⅡA・ⅡB/Max-80'S-B/JR
⑩　13：48 までに集合 14：08 〜 14：16 6 周  L.O.C.=ULW/LW-A・B/JR-A/SE-A/PRE1950
⑪　14：07 までに集合 14：27 〜 14：35 6 周  A.V.C.C.=MDF-A・B/STOCK-B/FSCR
⑫　14：26 までに集合 14：46 〜 14：54 6 周  L.O.C.=JR-B/SE-B/HW-A・B/HWO-B
⑬　14：45 までに集合 15：05 〜15：50 45 分 エンデュランス 3000
 ⑬　14：45 までに集合 15：05 〜 15：50 45 分 エンデュランス 3000 
　※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。

　※エントラントリストは決勝順に掲載しております。

 ＜MCFAJ クラス ポンダー返却場所について＞ ( アンリミ /P600/SM80's/GP125/NEO/2&4/NP150/COTT/OV40/SIDECAR/CSSC)

　当日の参加受付とポンダー貸し出しは通常通りタイヤサービス前ですが、返却場所はタワー２階となりますのでご注意ください。
　なお MAX10/LOC/AVCC/ED3000 は、それぞれの事務局でポンダー貸し出し＆返却場所に変更はございません。

(2017.09.26 更新 )

2017 CLUBMAN ロードレース第 4 戦  

＜JKA 賞＞
以下のクラスの優勝者へ「公益財団法人 JKA オートレース事業所」より、賞状およびメダルの授与がございます。
①COTT-125-2st クラス - 優勝／②COTT-90クラス - 優勝／③COTT-50クラス - 優勝
以上、該当するクラスのエントラントは JKA 賞もゲットできるよう優勝めざして頑張ってください。

MCFAJ	 =136台
L.O.C.	 =58台
MAX10	 =43台
ED3000	 =35台
総出走台数	=272台



No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック②08：14〜	 決勝①スタート11：05〜／周回数：8周	

GP125	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
6 木村 一弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 54 RACING HORNET '97 H-RS125R (DL)
11 越猪 友美子  ｵｵｲ ﾕﾐｺ  ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙（ゆみぞ〜はしる） '01 H-RS125R (BS)
18 氏家 雄二 (10/01) ｳｼ ｲ゙ｴ ﾕｳｼﾞ 49 PILOTA '96 H-RS125R (BS)
19 佐藤 弘志  ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 52 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー  '02 H-RS125R (BS)
NEOプロダクション250	参加：8台	 入賞 :	2	位     
3 石原 ももこ  ｲｼﾊﾗ ﾓﾓｺ  AB ROAD  Y-SRX250 (BS)
16 橋本 裕之  ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 49 AB ROAD '88 H-VT250 SPADA (BS)
27 内藤 裕美 (10/01) ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾐ  Roadrace-1DAY-Lisence '07 H-VTR250 (DL)
33 川角 龍矢  ｶﾜｽﾐ ﾀﾂﾔ 30 ﾁｰﾑ Doppelt '11 H-CBR250R (DL)
34 矢野 慶一  ﾔﾉ ｹｲｲﾁ 45 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '16 H-CBR250R (DL)
38 関谷 克己  ｾｷﾔ ｶﾂﾐ 50 AB ROAD '88 H-VT250 SPADA 
45 久保田 明紀  ｸﾎ ﾀ゙ ｱｷﾉﾘ 48 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '12 H-CBR250R (PI)
77 矢田 博  ﾔﾀﾞ ﾋﾛｼ 47 S.R.T＆ペンタグラム＆マキレーシング '90 H-VT250 SPADA (DL)
NEO-A	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
1 井谷 真  ｲﾀﾆ ﾏｺﾄ 52 ＧＨＲ '89 H-NSR250R (PI)
8 島田 聖孝  ｼﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 52 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '89 H-NSR250R (PI)
21 伊藤 忠雄  ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 55 野田ｼ ｭ゙ﾆｱﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ '88 Y-TZR250 (PI)
39 髙野 博文  ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ 52 S.R.T＆ペンタグラム＆マキレーシング '90 H-CBR250RR (PI)
74 増田 悟  ﾏｽﾀﾞ ｻﾄﾙ 48 ＧＨＲ '89 H-NSR250R (PI)
NEO-B	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
17 大石 卓正  ｵｵｲｼ ﾀｶﾏｻ 50 ＧＨＲ '89 S-GSX-R400 (PI)
28 小林 修  ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 52 Team Roppongi '14 KTM-RC390 (PI)
31 関野山 真樹 (10/01) ｾｷﾉﾔﾏ ﾏｻｷ 45 Roadrace-1DAY-Lisence '96 K-GPz400F (CON)
61 日髙 慎介  ﾋﾀﾞｶ ｼﾝｽｹ 68 カワセミ･レーシング･クラブ '79 shima- ﾛｰﾄ゙ ﾎﾞﾝﾊﾞー Ⅲ (DL)
72 田代 寿夫  ﾀｼﾛ ﾄｼｵ 51 ＧＨＲ '87 H-CBR400 (PI)
83 菊地 貴博  ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 45 ＧＨＲ '99 K-ZXR400 (PI)
95 山本 裕之  ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 48 ＧＨＲ '92 K-ZXR400 (PI)
2&4- ｸﾗﾌﾞﾏﾝﾄﾛﾌｨｰ	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
22 矢吹 聡吾  ﾔﾌﾞｷ ｿｳｺﾞ 46 Team Domani  H-Imano84 (DL)
43 石川 裕司  ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 65 NOGARO RACING+PP '97 PP-PNX85 (BS)
63 池野 史典  ｲｹﾉ ﾌﾐﾉﾘ 54 NOGARO RACING '92 PP-PNF (BS)
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★決勝終了後、直ちに発信器をご返却ください。紛失すると弁償金を請求される場合があります。

GP125/NEO250/NEO-A・B/2&4

■GP125（純レーサー）

　純粋な２サイクル 125cc レーシングマシンによるレースです。（ゼッケン：赤地×白文字）
　2st. 101 〜 125cc/4st. 200 〜 250cc(GP-MONO&NSF250R)　
■2&4クラブマントロフィー
　車両規定：MCFAJ 基本仕様に合致すること
　（ゼッケン：赤地×白文字）
　排気量：2st. 〜 85cc まで、4st. 〜 170cc まで
　改造自由、タイヤ：12 インチ以上

● FASTEST LAP　(2017-RR03)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
GP125	 1'05.643	(2	/	8)	 113.523	km/h	 15	 鈴木	直樹	/	GUST	CLUB	nao	R&D	
NEO-250	1'11.984	(2	/	8)	 103.523	km/h	 16	 橋本	裕之	/	AB	ROAD	 	
NEO-A	 1'07.834	(5	/	8)	 109.856	km/h	 74	 増田	悟	/	GHR	 	 	
NEO-B	 1'07.179	(3	/	8)	 110.928	km/h	 1	 井谷	真	/	GHR	 	 	
2&4	 1'11.495	(6	/	8)	 104.231	km/h	 63	 池野	史典	/	NOGARO	RACING

■NEOプロダクション-250
　本年度までに市販された単気筒〜 2 気筒・4 スト 250cc
　（ゼッケン：白地×黒文字）
　H-CBR250RR（２気筒）・VTR250・旧 VTR250（キャブ仕様）・スパーダ 250/
　Y-SRX250/S-GSX250E・GSR250/K-GPZ250R(NINJA)・  
　D-TRACKER・GP-Z250 など
■NEO-A
　2 スト、4 スト問わず一般市販車 195 〜 250cc 
　（ゼッケン：白地×黒文字）
　※改造範囲は MCFAJ 車両規則に準ずる、ボアアップは 1 ミリアップまで可、
　H-NSR250R/Y-FZ250・TZR250/S-RGV250 γなど
■NEO-B
　2 スト、4 スト一般市販車 251 〜 400( 単気筒は 660) cc
　（ゼッケン：白地×黒文字）
　※改造範囲は MCFAJ 車両規則に準ずる、ボアアップは 1 ミリアップまで可
　H-CB400SF/Y-SRX400・600/S-GSX400・DRZ400SM/
　K-GPZ400・ZZ-R400・RZ350R など

※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／(CON)コンチネンタル



No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック⑤08：56〜	 決勝③スタート11：46〜／周回数：8周	

Eモンスターアンリミテッド	　　参加：7台　　入賞 :	2	位     
1 久保 時彦  ｸﾎﾞ ﾄｷﾋｺ 65 Team Domani '16 Y-YZF-R1 (DL)
2 蔵本 勝美  ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ 54 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ☆TSK '16 Y-YZF-R1 (DL)
3 高原 昌幸  ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 47 EISHINレーシング･リアルフラット '15 Y-YZF-R1 (DL)
6 芹田 裕人  ｾﾘﾀ ﾋﾛﾄ 49 GOGレーシングチーム '06 S-GSX-R1000 (BS)
7 中村 清隆  ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 49 GOGレーシングチーム '13 BMW-S1000RR (MI)
8 吉野 倫夫  ﾖｼﾉ ﾐﾁｵ 51 RT.Remotion '15 Y-YZF-R1 (DL)
40 小松 保範  ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ 35 ﾚｲｸｽ SUWA '10 S-GSX-R1000 (DL)
Nモンスターアンリミテッド	　　参加：5台	　　入賞 :	2	位     
23 佐々木 光男 (10/01) ｻｻｷ ﾐﾂｵ 38 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '04 H-CBR1000RR (BS)
32 飛田 智 (10/01) ﾋﾀﾞ ｻﾄｼ 47 ﾊ ｲ゙ｸﾊｳｽ ｶｽﾞ '07 S-GSX-R1000 (PI)
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 52 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
59 有賀 信一郎  ｱﾘｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 48 Sunday Factory Racing '11 BMW-S1000RR (PI)
72 島村 和宏 (10/01) ｼﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 48 Roadrace-1DAY-Lisence '13 H-CBR1000RR (PI)
Eプロダクション600	 　　参加：3台　　入賞 :	1	位     
13 小沢 勝彦  ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 52 ﾚｲｸｽ SUWA '06 H-CBR600RR (ME)
36 冨山 卓  ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 45 TEAM ZAMAER'S&100R '06 K-ZX-6RR (BS)
60 山中 正之  ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾕｷ 49 MCR ガレージ K-CROSS '08 H-CＢＲ600ＲＲ (PI)
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0
0 ★決勝終了後、直ちに発信器をご返却ください。紛失すると弁償金を請求される場合があります。

E アンリミテッド/N アンリミテッド/EP600

Super Monster '80s-A
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック⑦09：29〜	 決勝②スタート11：26〜／周回数：7周	

スーパーモンスター80ｓ-A　　参加：13台　　入賞 :	4	位     
2 川島 英次 (10/01) ｶﾜｼﾏ ｴｲｼﾞ 49 Roadrace-1DAY-Lisence '82 K-Z1000R (CON)
3 榊原 康彰 (10/01) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽｱｷ 37 technical works '80 K-KZ1000MKⅡ (ME)
10 小泉 司 (10/01) ｺｲｽﾞﾐ ﾂｶｻ 48 Roadrace-1DAY-Lisence '94 S-GSX1100S (ME)
14 石坂 恭男  ｲｼｻﾞｶ ﾔｽｵ 49 Ｆ・Ｂ・Ｒ '81 S-GSX1000S (CON)
15 馬場 和久 (10/01) ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋｻ 51 Roadrace-1DAY-Lisence '79 K-Z750FX (PI)
21 楠 芳樹  ｸｽﾉｷ ﾖｼｷ 40 Ｂ.Ｃ.Ｒ '77 K-Z1R  (CON) 
35 和田 能直 (10/01) ﾜﾀﾞ ﾖｼﾅｵ 49 Moto FROG '81 K-Z1000J (BS)
43 原山 正樹  ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 47 Ｂ.Ｃ.Ｒ '78 K-Z1000MK-Ⅱ (ME)
46 浅野 啓治  ｱｻﾉ ｹｲｼﾞ 46 BLUE THUNDERS '80 K-Z1000MK-Ⅱ (DL)
65 満平 薫  ﾐﾂﾋﾗ ｶｵﾙ 43 BLUE THUNDERS '79 K-KZ1000 (DL)
67 比留間 俊一  ﾋﾙﾏ ｼｭﾝｲﾁ 50 ﾛｯﾄ゙ ﾏｽﾀｰｽ ＆゙プロｶﾞﾚｰｼﾞ '82 K-KZ1000J (DL)
95 小嶋 健二  ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 47 Ｆ・Ｂ・Ｒ '77 K-Z1-R  (DL)
380 宮田 大輔  ﾐﾔﾀ ﾀ ｲ゙ｽｹ 46 Ｂ.Ｃ.Ｒ '74 K-Z1  (CON)

大人の遊び空間を追求した
バイカーズカフェ

( 有 ) 裕商　Cafe ＆ Factory　GOG
千葉県市川市原木３－１３－５
http://www.bikerscafe.jp/
京葉道路　原木 IC　かど
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No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック⑥09：10〜	 決勝④スタート12：07〜／周回数：8周	

Super	Max	 参加：8台	 入賞 :	2	位     
9(賞典外) 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 47 ＫＴＭモトテイスト＆ AFG& Ｍ ax10  KTM-RC8R (PI)
24 藤井 裕也  ﾌｼ ｲ゙ ﾕｳﾔ 39 D＆G 雷家族 RT  APRILIA-RSV4 (PI)
32 塩川 栄二  ｼｵｶﾜ ｴｲｼﾞ 45 モト･ラボロ RT  MOTO GUZZI-SuperTwin (PI)
33 石川 和芳  ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 51 ファースト☆スター Racing  BMW-S1000RR (BS)
35 秋葉 康一郎  ｱｷﾊﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 46 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
42 高橋 正典  ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 46 モト ストレッタ  BMW-S1000RR (PI)
51 砂塚 知男  ｽﾅﾂﾞｶ ﾄﾓｵ 48 Ｄｕｃａｔｉ松戸＆ＡＦＧ＆Ｍａｘ１０  DUCATI-1198 (DL)
99 Jason Fullington  ｼ ｪ゙ｲｿﾝ ﾌｰﾘﾝﾄﾝ 40 AFG MOTO　W/D;REX  APRILIA-RSV4 (DL)
Max4	 参加：13台	 入賞 :	4	位     
2 RYOMAX ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 43 GYRO RACING  DUCATI-999S (BS)
6 尾崎 孝  ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 45 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
12 幡 昌仁  ﾊﾀ ﾖｼﾋﾄ 55 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
13 中村 尚弘  ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 53 モトストレッタ  KTM-RC8R (PI)
21 稲山 雅敏  ｲﾅﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 49 Ōbe1 ﾚｰｼﾝｸ ＆゙ MTB ﾁｰﾑ MŌMŌ  TRIUMPH -SPEED-TRIPLE (DL)
25 尾崎 慶次  ｵｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 27 モトストレッタ  TRIUMPH-DAYTONA675 
29 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 51 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '13 DUCATI-1199R (BS)
43 石原 正行  ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 39 AB ROAD '10 KTM-RC8 (BS)
47 宗 貴之  ｿｳ ﾀｶﾕｷ 41 秋葉 MC animo!  DUCATI-1199R (BS)
49 河西 直人  ｶﾜﾆｼ ﾅｵﾄ 47 秋葉 MC animo!  KTM-RC8R (ME)
52 江本 陸  ｴﾓﾄ ﾘｸ 61 チーム・パールイズミ  TRIUMPH-DAYTONA675 (PI)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 43 JOYRIDE SPEED SHOP  HD-FXR  (CN)
795 のびー  ｵｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 45 ストラトス  DUCATI-851 

Max10 Group 
Super Max/Max4

★ MAX10 はピット２F-VIP ルームにてブリーフィング・表彰式を行います。レース直後の暫定表彰式もあります。

■スーパーモンスター'80s
　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）
　●Aクラス='83 年までの空冷 4st.601cc 以上、
　　鉄フレーム、リヤ 2 本サス
　　（ゼッケン：白地×黒文字）
　　Z650,ZⅡ,Z1000,GS1000,GSX1100S 刀など
　●Bクラス= '84 年以降の空・水冷 4st.701cc 以上 /
　　2st.381cc 以上、鉄フレーム 
　　（ゼッケン：赤地×白文字）
　　GPZ900R 忍者,FZR750,GSF1200 など
　　（一部アルミフレーム可）

● FASTEST LAP　(2017-RR03)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
SM80S	 1'03.637	(3	/	7)	 117.102	km/h	 2	 川島	英次	/	Roadrace-1DAY-Lisence
E ｱﾝﾘﾐ	 59.580	(6	/	9)	 125.076	km/h	 3	 高原	昌幸	/	EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ ･ ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ	
N ｱﾝﾘﾐ	 1'01.467	(6	/	9)	 121.236	km/h	 59	 有賀	信一郎	/	Sunday	Factory	Racing	
EP600	 1'00.219	(4	/	9)	 123.748	km/h	 60	 山中	正之	/	MCR ｶﾞﾚｰｼﾞ	K-CROSS	
NP600	 1'07.509	(7	/	8)	 110.385	km/h	 27	 黒木	竜馬	/	ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ		
	 	

■モンスターアンリミテッド
　750cc よりも大きな一般生産型スポーツモデル（改造自由）
　CBR1000RR,YZF-R1, 隼 ,GSX-R1000,ZX-10R,
　S1000RR 等
　E アンリミテッド（ゼッケン：青地×白文字）
　N アンリミテッド（ゼッケン：黄地×黒文字）
■プロダクション600
　市販車ベース、4st. 401〜 600cc
　(2&3 気筒は〜750cc)
　スリックタイヤ使用可
　E プロダクション 600（ゼッケン：青地×白文字）
　N プロダクション 600（ゼッケン：黄地×黒文字）

[MAX10グループ]
海外メーカー（ビルダー含む）の車両による大人の「レースごっこ」
■Super	Max
　ラップタイム１分04秒を切れるライダーのクラス
■Max4
　ラップタイム１分04秒までのクラス
■Max7（A=空冷/B=水冷）
　ラップタイム１分07秒までのクラス
■Max10-Ⅱ（A=空冷/B=水冷）
　ラップタイム１分10秒までのクラス
■Max15
　ラップタイム１分15秒までのクラス
■Max'80s（A=750以下/B=750以上）
　1989年式までの単気筒または２気筒車のクラス
■Max10-Junior
　年式問わず、外国製4スト400cc以下の車両でボアアッ
　プ可能。上限タイムは1分10秒まで

● FASTEST LAP　(2017-RR03)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
S-Max	 1'00.128	(8	/	9)	 123.936	km/h	 9	 飯田	朋大	/	ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ &Team	Max10	
Max4	 1'03.851	(9	/	9)	 116.709	km/h	 22	 市木	隆也	/	秋葉MC	animo!	
Max7-A	 1'06.766	(5	/	7)	 111.614	km/h	 77	 西田	裕	/	JOYRIDE	SPEED	SHOP	
Max7-B	 1'06.480	(2	/	7)	 112.094	km/h	 21	 稲山	雅敏	/	Ōbe1 ﾚｰｼﾝｸﾞ＆MTB ﾁｰﾑ MŌMŌ	
10-ⅡA	 1'10.477	(3	/	7)	 105.737	km/h	 10	 井川	学	/	整備部増締課	
10-ⅡB	 1'10.558	(3	/	7)	 105.615	km/h	 28	 吉井	隼人	/	Team	Barry	Hoo	
80S-B	 1'08.965	(6	/	7)	 108.055	km/h	 5	 尾澤	優和	/	ﾁｰﾑ	ﾄｰﾀｽ



N
P

1
5

0
/C

.O
.T

.T
.-1

2
5

-
4

s
t

&
2

s
t

/9
0
/5

0
/
M

a
x

7
-A

&
B

タイムアタック④08：42〜	 決勝⑥スタート12：48〜／7周	
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

Max7-A（空冷）	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
5 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 50 チーム・ロイ  DUCATI-900SS (PI)
7 営業本部長  ｳｽｲ ﾋｻｵ 66 日大 & 明治 MCC&Team MAX10  DUACTI-1000DS (DL)
10 井川 学  ｲｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 45 整備部増締課  HD-FXDX-T (PI)
31 神宮司 忠男  ｼﾞﾝｸﾞｳｼ ﾀﾀﾞｵ 69 モト･ラボロ RT  MOTO GUZZI-1200SPORT (ME)
34 足立 貴志  ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 36 team Warm up !  DUCATI-750F1 (PI)
Max7-B（水冷）	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
8 企画部長 ｻｵﾄﾒ ｺｳｲﾁ 62 Team Max10  DUCATI-1098ＳＰ (DL)
16 滑川 正明  ﾅﾒｶﾜ ﾏｻｱｷ 67 モトストレッタ  KTM-RC8R (PI)
20 樫村 康彦  ｶｼﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 49 ストラトス  DUCATI-998S (BS)
46 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 51 FREEDOM　Racing  DUCATI-1098R (BS)
48 河合 康史  ｶﾜｲ ﾔｽﾌﾐ 39 雷家族 RT  TRIU,PH-DAYTONA675 (PI)
50 住吉 淳  ｽﾐﾖｼ ｼ ｭ゙ﾝ 33 AFG MOTO　W;/D;REX  TRYUMPH-DAYTONA675 (ME)

Max10 Group 
Max7-A空冷・B水冷

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック③08：28〜	 決勝⑤スタート12：28〜／周回数：6周	

NP150	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
67 川島 豊  ｶﾜｼﾏ ﾕﾀｶ 45 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '08 H-CBR150R (BS)
157 堀江 俊介  ﾎﾘｴ ｼｭﾝｽｹ 34 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '06 H-CBR150 (DL)
COTT-125-4st	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
6 有澤 弘幸  ｱﾘｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 71 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 H-CB125JX (BS)
71 李 念石  ﾘ ﾈﾝｾｷ 41 ﾁｰﾑ 永楽 '76 H-CB125J (BS)
73 浜 元司  ﾊﾏ ﾓﾄｼﾞ 62 チーム・パールイズミ '76 H-CB125JX (BS)
COTT-125-2st	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
12 川島 福司  ｶﾜｼﾏ ﾌｸｼ 56 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '73 Y-TA125 (BS)
14 鴨志田 英樹  ｶﾓｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 54 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ '72 Y-TA125 (BS)
22 田口 勝雄  ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 68 ﾁｰﾑ 永楽 '77 H-MT125R (BS)
27 山田 信一郎  ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 51 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '79 S-RM125 (DL)
56 佐野 富三治  ｻﾉ ﾄﾐｼﾞ 55 ﾁｰﾑ・ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ '79 H-MTR125 (BS)
COTT-90	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
8 藤澤 英一  ﾌｼﾞｻﾜ ｴｲｲﾁ 69 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '74 Y-RD90 (BS)
17 滝口 博行  ﾀｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 54 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '79 H-CR80RA (BS)
20 尾崎 則之  ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 55 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '79 H-CR80 (BS)
30 松橋 満 (10/01) ﾏﾂﾊｼ ﾐﾂﾙ 55 RT ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ '64 BS-90 (BS)
35 奥津 靖良  ｵｸﾂ ﾔｽﾖｼ 69 日大 & 明治 MCC '80 Y-YZ80 (BS)
63 飯島 透  ｲｲｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 72 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '76 Y-RD90 (BS)
COTT-50	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
2 小林 哲志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼ 68 ﾁｰﾑ 永楽 '68 S-AC50 (BS)
44 吉田 一茂  ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 51 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ '70 Y-YF-1 (BS)
50 益子 國光 (10/01) ﾏｼｺ ｸﾆﾐﾂ 66 Roadrace-1DAY-Lisence '64 BS-GB1 (BS)
58 田島 保夫  ﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 70 ﾁｰﾑ 永楽 '79 H-MB5 (BS)
90 岡 徹郎  ｵｶ ﾃﾂﾛｳ 67 ﾁｰﾑ 永楽・996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊ ｲ゚ﾚｰﾂ '68 S-AS50 (BS)

NP150/C.O.T.T.-125-4st.&2st./90/50

FRP 全般、カウリング修理、特殊整型可
アルファ FRP カンパニー
1730-538,Hirai,Kannnami-cho,Tagata-gun,Shizuoka-ken	419-1407,Japan
PHONE&FAX.055-978-3750

α FRP
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サイドカー	 参加：8台	 入賞 :	2位	     
5 吉野 晴夫 (DRI)  ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 57 ﾚｲｸｽ SUWA '92 YZF-GSXR1100
 小林 竜平 (PAS)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾍｲ 29 ﾚｲｸｽ SUWA  
6 原口 修 (DRI)  ﾊﾗｸﾞﾁ ｵｻﾑ 60 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '90 LCR-F1
 渡辺 富士男 (PAS) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 55 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
7 大関 政広 (DRI) (10/01) ｵｵｾﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 52 Team OZEKI '01 LCR-GSX-R1100
 栗原 亨 (PAS)  ｸﾘﾊﾗ ﾄｵﾙ 42 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
9 粕谷 悦次 (DRI)  ｶｽﾔ ｴﾂｼﾞ 60 Team 赤蜻蛉 '01 LCR-GSX-R1000
 大木 秀高 (PAS)  ｵｵｷ ﾋﾃ ﾀ゙ｶ 52 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
25 清野 正光 (DRI)  ｾｲﾉ ﾏｻﾐﾂ 61 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '90 LCR-KUMANO- ﾊﾔﾌﾞｻ
 小林 佳南 (PAS)  ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾝ 41 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
26 岩本 徹男 (DRI)  ｲﾜﾓﾄ ﾃﾂｵ 54 Team Iwamoto '07 LCR-F2
 森田 博一 (PAS)  ﾓﾘﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 43 Team Iwamoto  
66 渡辺 正人 (DRI)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 53 Team Iwamoto '14 KUMANO-LCR-GSX-R1000
 安田 武司 (PAS)  ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 38 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
97 谷川 福康 (DRI)  ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾐﾔｽ 50 Port Douglas Racing '04 MR- ｴｷｯﾌﾟ
 藤原 亜由子 (PAS)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕｺ  Port Douglas Racing  

サイドカー
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	

タイムアタック①08：00〜	 決勝⑦スタート13：08〜／7周	

★決勝終了後、直ちに発信器をご返却ください。紛失すると弁償金を請求される場合があります。

[COTT=クラブマン・オールドタイマー・ツーリスト・トロフィー]
主に国産・小排気量を中心とした MCFAJ の旧車レース
1980 年までに市販された車両が対象（125 クラスは 1983 年まで）
ゼッケン：緑地×白文字

■NP150(&NP125)
　CBR150 および YZF-R15 を対象としたクラス（ゼッケン：黄色地に黒文字）
　H-CBR150/CBR125/Y-YZF-R15/YZF-R125/
　SS ISHII-02W/KTM-DUKE125/RC125 等

■サイドカー
　ニーラーと呼ばれるレーシングサイドカーによるレース／ドライバーはアクセル・
　ハンドル操作などを　司り、パッセンジャーは大きく体重移動をしてコーナーリ
　ングの重量バランスの要となります
　排気量：4st.〜1300cc/2st.〜750cc（ゼッケン：赤地×白文字）

● FASTEST LAP　(2017-RR03)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
NP150	 1'17.598	(4	/	6)	 96.033	km/h	 67	 川島	豊	/	ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	
125-4st	 1'15.365	(3	/	6)	 98.879	km/h	 73	 浜	元司	/	ﾁｰﾑ ･ ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ	
125-2st	 1'10.729	(3	/	6)	 105.360	km/h	 18	 小室	旭	/	ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	
COTT-90	 1'16.129	(2	/	6)	 97.886	km/h	 20	 尾崎	則之	/	ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	
COTT-50	 1'26.754	(3	/	5)	 85.898	km/h	 44	 吉田	一茂	/	YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ	
SIDECAR	 1'10.280	(3	/	7)	 106.033	km/h	 9	 柏谷/とっきー	/	Team	赤蜻蛉	
OV40	 1'01.646	(3	/	7)	 120.884	km/h	 59	 有賀	信一郎	/	Sunday	Factory	Racing
CSSC-OP	 1'07.521	(2	/	7)	 110.366	km/h	 40	 熊谷	勝司	/	ZERO	Engineering	

■COTT-125-4st&2st
　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
■COTT-90
　2 ストローク 90cc ベース〜104cc（15% 排気量アップ可）
　4 ストローク 90cc ベース〜117cc（30% 排気量アップ可）
　BS90/80K/A90/TS90/YG1/AT90/H3/HT90/RD90/
　KH90/90SS/CS90/CD90/CB90 等
■COTT-50
　2 ストローク 50cc ベース〜 57.5cc（15% 排気量アップ可）
　4 ストローク 50cc ベース〜 65cc（30% 排気量アップ可）
　BS50/CA2/SS50/CB50/CD50/FS1/FX50/TR50/   
　AS(C)50/CR110/CS65 等

■OV40-LEGEND 
 　40 歳以上 / 車両の制限無し/ スリックタイヤ使用可
■CSSC-OPEN
　ハーレー・スポーツスター＆ Buell のクラス。 

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　
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Max10 Group 
Max10-ⅡA・ⅡB/Max-80'S-B/Jr
タイムアタック④08：42〜	 決勝⑨スタート13：48〜／7周	

Max10-ⅡA（空冷）	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
45 髙見 成正  ﾀｶﾐ ｼｹﾞﾏｻ 44 RT 伊東二輪  DUCATI-M900ie (PI)
53 林 偉明  ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 56 モータープロダクトヤジマ  bimota-db2 (MI)
Max10-ⅡB（水冷）	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
14 平木 志磨  ﾋﾗｷ ｼﾏ 42 ストラトス  DUCATI-749S (BS)
28 吉井 隼人  ﾖｼｲ ﾊﾔﾄ 24 Team Barry Hoo  MV AGSTA ﾌﾞﾙﾀｰﾚ (PI)
40 一条 太志  ｲﾁｼ ｮ゙ｳ ﾌﾄｼ 39 RS-F  KTM-690SMC (PI)
57 関根 清  ｾｷﾈ ｷﾖｼ 51 熊谷レーシングチーム  DUCATI-S4SPL (PI)
Max'80S-B（750以上）	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
5 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 50 チーム・ロイ  DUCATI-900SS (PI)
37 西岡 健  ﾆｼｵｶ ﾀｹｼ 45 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT  MAGNI-Aruturo (CN)
795 のびー  ｵｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 45 ストラトス  DUCATI-MHR
Max10-Junior	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
27 塩田 雅紀  ｼｵﾀﾞ ﾏｻｷ 47 RT・ロンビーズ  GILERA SATURNO (BS)
54 鴇田 美佳  ﾄｷﾀ ﾐｶ  秋葉 MC animo!  KTM-RC250 (BS)

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック⑧09：43〜	 決勝⑧スタート13：28〜／7周	
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

OV40-LEGEND	 参加：19台	 入賞 :	6	位     
16 関 由典 (10/01) ｾｷ ﾖｼﾉﾘ 54 CSSC '12 TRIUMPH-SPEED-TRIPLE (PI)
17 伊藤 延佳 (10/01) ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 46 Roadrace-1DAY-Lisence '14 Y-MT-09 (PI)
18 飯倉 利行  ｲｲｸﾗ ﾄｼﾕｷ 58 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '08 H-CBR1000RR (BS)
22 黒木 竜馬  ｸﾛｷ ﾘｮｳﾏ 40 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 S-GSX-R600 (BS)
24 野田 安男 (10/01) ﾉﾀﾞ ﾔｽｵ 52 HONDA DREAM 鴻巣 '06 H-CBR1000RR (BS)
28(賞典外) 久保山 直  ｸﾎﾞﾔﾏ ｽﾅｵ 33 GOGレーシングチーム '17 BMW-S1000RR (MI)
29 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 51 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '13 DUCATI-1199R (BS)
32 飛田 智 (10/01) ﾋﾀﾞ ｻﾄｼ 47 ﾊ ｲ゙ｸﾊｳｽ ｶｽﾞ '07 S-GSX-R1000 (PI)
36 冨山 卓  ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 45 TEAM ZAMAER'S&100R '06 K-ZX-6RR (BS)
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 52 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
39 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 51 FREEDOM　Racing  DUCATI-1098R (BS)
53 掛川 啓一 (10/01) ｶｹｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ 53 Club K's　project '07 H-CBR1000RR (BS)
55 河辺 勲 (10/01) ｶﾜﾍﾞ ｲｻｵ 47 京葉ﾊ ｲ゙ｸ便 R.T& ﾊﾞﾝﾀﾑ R '02 Y-TZ250 
56 林 勝輝 (10/01) ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 49 Roadrace-1DAY-Lisence '02 DUCATI-998R (DL)
57 佐久間 岳  ｻｸﾏ ﾀｶｼ 56 NNRC ｶﾞﾚｰｼﾞｺｰﾅｰ ﾄ゙ ﾘﾝﾀﾞ '09 S-GSX-R1000 (BS)
59 有賀 信一郎  ｱﾘｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 48 Sunday Factory Racing '11 BMW-S1000RR (PI)
61 大山 英明 (10/01) ｵｵﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 48 レーシングクラブ db '07 S-GSX-R600 (PI)
72 安西 桑一  ｱﾝｻ ｲ゙ ｿｳｲﾁ 49 ﾁｰﾑ RS カタクラ＆ RF.Team Jun '07 Y-YZF-R1 (BS)
77 望月 学  ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 41 NNRC ｶﾞﾚｰｼﾞｺｰﾅｰ ﾄ゙ ﾘﾝﾀﾞ '07 S-GSX-R1000 (BS)
CSSC-OPEN	 参加：11台	 入賞 :	3	位     
13 栗田 知幸  ｸﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ 42 DEVIL'S SAUCE M/C '09 HD-XR1200 
27 石橋 伯夫  ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾁｵ 42 整備部増締課 '10 Buell-XB12R (BS)
31 大沼 隆史  ｵｵﾇﾏ ﾀｶｼ 39 DEVIL'S SAUCE M/C '09 HD-XL1200 (PI)
37 皆川 直毅  ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾀｶ 34 テクノブレイク・パーティ '10 HD-XR1200 (PI)
40 熊谷 勝司  ｸﾏｶ ｲ゙ ｶﾂｼ 50 ZERO Engineering '91 HD-XL1200 (PI)
45 有村 裕司  ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 45 ZERO Engineering+ タケスピード '97 Buell-S1 (DL)
66 笠井 大騎  ｶｻｲ ﾀ ｲ゙ｷ 34 T.R レーシング '07 HD-XL883R (DL)
73 曽根 譲  ｿﾈ ｼ ｮ゙ｳ 39 整備部増締課 '09 HD-XR1200 (PI)
79 北林 吾夫  ｷﾀﾊﾔｼ ｱｵ 31 El Mirage '02 HD-XL1200 (BS)
96 石黒 恒好  ｲｼｸﾞﾛ ﾂﾈﾖｼ 47 ZERO Engineering '84 HD-XR1000 (BS)
109 三浦 晋一  ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ 48 T.R レーシング '03 HD-XL1200S (DL)

オーバー40-Legend/CSSC-OPEN



No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ
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タイムアタック⑨09：57〜	 決勝⑩スタート14：08〜／6周	

LOC-ウルトラライトウェイト　参加：7台	　　入賞 :	2	位	     
9 茂木 義信  ﾓｷﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 57 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ '64 BS-125SPL (BS)
29 浜田 博  ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 45 ベパクラ　ミニバイクレース部・MCR '58 DUCATI-175S (BS)
84 金井 朝男  ｶﾅｲ ｱｻｵ 74 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '64 BS-50 (BS)
111 河合 充男  ｶﾜｲ ﾐﾂｵ 74 SCRT永楽 '69 S-70K-30 (BS)
134 森野 哲  ﾓﾘﾉ ｻﾄｼ 44 湘南マッハクラブ '69 K-GA-R90 (BS)
174 狩野 達也  ｶﾉｳ ﾀﾂﾔ 70 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '70 H-CB125S 
185 野坂 嘉明  ﾉｻｶ ﾖｼｱｷ 62 ﾁｰﾑ 永楽 '65 BS-90DX (BS)
LOC-ライトウェイトA	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
5 小根山 立基  ｵﾈﾔﾏ ﾀﾂｷ 56 ﾁｰﾑ ･ ｾﾝｼ ｭ゙ﾄ゙ ｳ '67 DUACTI-Mk.Ⅲ (DL)
72 佐藤 要  ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 67 チーム センジュドウ '64 ｱｴﾙﾏｯｷ - ｱﾗﾄ゙ ｰﾛ (DL)
178 中島 基夫  ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾄｵ 57 チーム麻屋呉服店 '63 Y-YDS2 (BS)
211 御林 正樹  ﾐﾊﾔｼ ﾏｻｷ 49 カレースピードクラブ '67 BULTACO- ﾒﾄﾗｰﾗ Mk-Ⅱ (DL)
LOC-ライトウェイトB	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
82 髙橋 勇  ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 34 桐高レーシング '72 H-SL250S (DL)
243 西川 隆幸  ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 67 RC かなべえ & MCR '72 H-SL250 (DL)
LOC-ジュニアA	 参加：5台	 入賞 :	2	位	 	 	 		
3 山田 勝  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 75 ALL JAPAN L.O.C.C. '63 ﾄﾘｶｯﾃｰ (DL)
4 瀧川 秀樹  ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 42 Ted's special＆ R・C・C '64 H-CB77 (AV)
60 長田 啓孝  ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 42 カレースピードクラブ '64 H-CB77 (DL)
93 渡辺 希望  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿ ﾑ゙ 45 TEAM TED'S SPECIAL '64 H-CB77 (DL)
144 武笠 大輔  ﾑｶｻ ﾀ ｲ゙ｽｹ 47 カレースピードクラブ '64 H-CB77 (DL)
LOC-セニアA	 参加：8台	 入賞 :	2	位	 	 	 		
12 赤石 巌  ｱｶｼ ｲﾜｵ 63 桐高レーシング '61 Machiless-G50 (AV)
19 髙橋 孝幸  ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 63 T.R レーシング '55 ROYAL-ENFILD- ﾌﾞﾘｯﾄ゙ 500 (BS)
20 土井 敬一  ﾄ ｲ゙ ｹｲｲﾁ 51 極東 CLUB OBSOLETE '62 Norton Manx (AV)
52 津軽 承徳  ﾂｶﾞﾙ ﾂｸ ﾉ゙ﾘ 63 ﾃｨｰﾑ ﾜｰｸﾎﾘｯｸ '62 Machiless-G50 (AV)
88 稲嶋 展章  ｲﾅｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 49 エイトストローク '65 H-CB450 (ME)
221 立花 啓毅  ﾀﾁﾅﾊﾞ ﾋﾛﾀｶ 75 チーム タチナバ '56 BSA-DBD34 (AV)
303 関場 勝哉  ｾｷﾊﾞ ｶﾂﾔ 43 Fabulous Moderns '62 Norton Manx-30M (AV)
514 久保田 圭  ｸﾎ ﾀ゙ ｹｲ 43 TRIDE MCS '62 Matchless-G50 (DL)
LOC-PRE1950	 参加：1台	 賞典外	     
517 清板 聡  ｾｲﾀ ｻﾄｼ 41 TRID MCS '40 INDIAN-Sports Scout (DL)

LOC Group 
L.O.C.=ULW/LW-A・B/JR-A/SE-A/PRE1950

★ LOC は B パドックで表彰式を行います。（タワー前での暫定表彰は行いません）

● FASTEST LAP　(2017-RR03)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
ULW	 1'18.936	(3	/	6)	 94.406	km/h	 9	 茂木	義信	/	YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ	
LW-A	 1'20.310	(4	/	6)	 92.790	km/h	 84	 金井	朝男	/	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ	
LW-B	 1'29.149	(4	/	6)	 83.590	km/h	 243	 西川	隆幸	/	RCかなべえ	&	MCR	 	
JR-A	 1'20.253	(4	/	6)	 92.856	km/h	 3	 山田	勝	/	ALL	JAPAN	L.O.C.C.		
SE-A	 1'20.953	(3	/	6)	 92.053	km/h	 12	 赤石	巌	/	桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	
PRE1950	1'36.229	(2	/	5)	 77.440	km/h	 54	 石井	謙成	/	OK	SPEED	CLUB	

[LOC（レジェンド・オブ・クラシック）グループ ]
主に大排気量の外国産の旧車を中心とした LOC グループの旧車レース
原則として 1972 年まで（ウルトラライトウェイトは 1969 年まで）に生産された車両
■ウルトラライトウェイト：1969 年までに生産された車両／ 200cc 以下
■ライトウェイト -A&B：1972 年までに生産された車両／ 201〜250cc
　※1967年以前が "Ａ"／1968年以後が "Ｂ"
■ジュニア-A：1967 年までに生産された車両／ 251〜350cc
■セニア-A：1967年までに生産された車両／351〜500cc
■PRE1950：1950 年までの生産車・排気量不問
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タイムアタック⑩10：11〜	 決勝十⑪スタート14：27〜／6周	

AVCC-MDF-A	 参加：1台	 賞典外     
19 横山 宗平  ﾖｺﾔﾏ ｿｳﾍｲ 59 ZERO engineering '46 HD-FL1380 (CON)
AVCC-MDF-B	 参加：8台	 入賞 :	2	位     
3 伊藤 一也  ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 42 FIRST-ARROW'S/Hardly Driveable '48 HD-WR750 (CON)
11 角田 一正  ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 52 Neat Style Racing Club '42 HD-WLD750 (CON)
49 久岡 祐三  ﾋｻｵｶ ﾕｳｿﾞｳ 48 TEAM ☆ MIYAKOSHI '49 HD-WR750 (AV)
62 仁井田 光則  ﾆｲﾀ ﾐﾂﾉﾘ 49 Ｎatural Steel Works '38 HD-WL750 (DL)
66 中川 慎太郎  ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 40 Weelies Racing '42 HD-WLA883 (CON)
82 宮本 幸治  ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 42 Valley Auto Racing Team '51 HD-WR900 
85 田邊 英孝  ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃ ﾀ゙ｶ 42 Ｎatural Steel Works '45 HD-G900 (CON)
92 志賀 優基  ｼｶﾞ ﾕｳｷ 38 R.T. IDATEN '53 陸王 -RQ750 (CON)
AVCC-STOCK-B	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
12 吉井 俊夫  ﾖｼｲ ﾄｼｵ 54 Natural Steel Works '41 HD-WLA740 (DL)
41 山崎 武志  ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 39 ZERO engineering+ ﾀｹｽﾋﾟー ﾄ゙  '42 HD-WLA750 (CON)
42 米本 利在  ﾖﾈﾓﾄ ﾄｼｱｷ 43 RASH RACING CLUB '42 HD-WLA750 (DL)
65 小林 寛明  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 42 Natural Steel Works '47 HD-WL750 (CON)
71 嶋田 浩史  ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 44 Natural Steel Works '48 HD-G750 (DL)
73 古山 彰一  ﾌﾙﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 41 El Mirage '42 HD-WLA750 (DL)
83 松井 康通  ﾏﾂｲ ﾔｽﾐﾁ 44 Natural Steel Works '42 HD-WLA750 (CON)
AVCC-FSCR	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
7 渡邉 清和  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｶｽﾞ 50 ｵｰﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾌｼﾞｼﾏ '72 HD-XR750 (CN)
26 米澤 政幸  ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 46 TEAM-HOT-DOCK '72 HD-XR750 (CON)
29 代田 雅実  ﾀ ｲ゙ﾀ ﾏｻﾐ 47 MA SUPPLY '81 HD-FXB1420 (CON)
44 奥川 正紘  ｵｸｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 33 Zero engineering+ タケスピード '48 HD-FL1380 (CON)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 43 JOYRIDE SPEED SHOP '69 HD-FLH1340 (CON)
80 藤田 慎平  ﾌｼ ﾀ゙ ｼﾝﾍ ｲ゚ 36 RASH RACING CLUB '75 HD-XLCH1000 (DL)

 
A.V.C.C.=MDF-A・B/STOCK-B/FSCR
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

★ AVCC はレース直後の暫定表彰をタワー前で行い、賞典をお渡しする表彰式は B パドックで行います。

● FASTEST LAP　(2017-RR03)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
MDF-A	 1'14.051	(2	/	6)	 100.633	km/h	 19	 横山	宗平	/	ZERO	engineering	
MDF-B	 1'18.006	(3	/	6)	 95.531	km/h	 85	 田邊	英孝	/	Natural	Steel	Works	
STOCK-B	 1'19.196	(2	/	6)	 94.096	km/h	 83	 松井	康通	/	Natural	Steel	Works	
FSCR	 1'12.284	(2	/	6)	 103.093	km/h	 77	 西田	裕	/	JOYRIDE	SPEED	SHOP

[AVCC]
ハーレーやインディアンなど 1940 年代〜 60 年代までの
アメリカンを中心とした AVCC グループの旧車レース
■AVCC-MDF-A/B
　MDF= モディファイド=改造車
　750cc より大きい車両のクラスが A/750cc 以下が B
■AVCC-STOCK-A/B
　STOCK=ストック状態
　750cc より大きい車両のクラスが A/750cc 以下が B
■FSCR（ファイティング ショベル クラブマン ロードレース）
　SHOVEL オープンクラス

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
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No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック⑪10：25〜	 決勝⑫スタート14：46〜／6周	

LOC-ジュニアB	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
1 赤石 圭亮  ｱｶｲｼ ｹｲｽｹ 33 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '70 H-CB350 (DL)
11 加藤 匠一  ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 44 moto-JOY & OVER '71 H-CB350 (DL)
618 和泉 在  ｲｽﾞﾐ ｱｷﾗ 48 ﾃｨｰﾑ ﾜｰｸﾎﾘｯｸ '69 DUCATI-Mk.Ⅲ (DL)
LOC-セニアB	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
15 髙木 康順  ﾀｶｷ ｺｳｼ ｭ゙ﾝ 63 小林プラスターＲＴ '72 H-CB500F (DL)
101 正木 茂  ﾏｻｷ ｼｹﾞﾙ 62 ギャンブラーＲＴ '71 ｼｰﾘｰ GS (DL)
181 日向野 康彦  ﾋｶ ﾉ゙ ﾔｽﾋｺ 51 TEAM 夢 RACING '70 H-CB450K1 (DL)
LOC-ヘビーウェイトA	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
23 佐野 春彦  ｻﾉ ﾊﾙﾋｺ 45 ジミヘンレーシング '62 Norton Dominator (DL)
58 門田 修  ｶﾄ ﾀ゙ ｵｻﾑ 52 テキサス・サイコ・ロッダー '58 TRYUMPH-TR6 (DL)
79 杉本 恭平  ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 37 BERRY BADS RACING '68 BSA-A65R 
146 佐藤 幸延  ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 49 moto-JOY & OVER '62 Norton Dominator (AV)
179 山田 浩冶郎  ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 50 チーム　ビロング '63 TRITON (DL)
LOC-ヘビーウェイトB	 参加：10台	 入賞 :	3	位     
8 星 裕  ﾎｼ ﾕﾀｶ 44 ROCKET MC RACING TEAM '80 Y-XS650SPL (DL)
10 志鎌 一正  ｼｶﾏ ｶｽﾞﾏｻ 54 ライトデザイン & 桐高レーシング '70 Y-XS650 (DL)
61 小沢 和之  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 56 ハナコ RT '82 Triumph-T140 ﾎﾞﾝﾈﾋﾞﾙ 750 (DL)
63 佐々木 博文  ｻｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 38 LIBERTARIA RACING '85 TRIUMPH-T140 (DL)
69 岡田 浩介  ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 40 ROCKET HOUSE '77 Y-TX650 (DL)
73 小林 利行  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 48 マキ レーシング '71 K-W1SA (DL)
77 佐藤 健正  ｻﾄｳ ｹﾝｾｲ 63 moto-JOY & OVER '72 K-H2R (AV)
150 簑原 十伍  ﾐﾉﾊﾗ ｼ ｭ゙ｳｺﾞ 31 極東 CLUB OBSOLETE '70 RobNorth-TRIDENT (AV)
310 佐藤 成彦  ｻﾄｳ ｼｹﾞﾋｺ 47 Team 46 works '73 MOTO GUZZI-V7 Sport (BS)
650 神田 善久  ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 57 TEAM 夢 RACING '69 Y-XS-1 (DL)
LOC-ヘビーウエイトオープンB　参加：10台	 入賞 :	3	位     
7 後藤 武  ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 54 2 ｽﾄﾛｰｸﾏｶﾞｼﾞﾝ RT '72 K-750SS (DL)
39 村澤 弘昌  ﾑﾗｻﾜ ﾋﾛﾏｻ 39 LOCC '70 MOTO GUZZI-V7 ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞー  (DL)
46 中嶋 志朗  ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾛｳ 44 Team 46 works '70 BMW-R75/5 (AV)
71 鈴木 将昭  ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 43 Team 46 works '70 BMW-R50/5 (BS)
100 中井 恒和  ﾅｶｲ ﾂﾈｶｽﾞ 49 ギャンブラー RT '71 H-CB750 (DL)
115 神宮司 忠男  ｼﾞﾝｸﾞｳｼ ﾀﾀﾞｵ 69 モト･ラボロ R.T '72 MOTO GUZZI-V7-SPORT (AV)
127 三浦 晋一  ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ 48 T.R レーシング '75 Norton-Comando (DL)
145 長司 光正  ﾁｮｳｼﾞ ﾐﾂﾏｻ 53 モト･ラボロ R.T '72 MOTO GUZZI-V7-SPORT (BS)
222 立花 啓道  ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾐﾁ 47 チーム･タチバナ '72 SEELEY-NORTON-COMMANDO (DL)
750 枝根 登  ｴﾀﾞﾈ ﾉﾎﾞﾙ 53 CLIMB Racing '72 H-CB750 (AV)

LOC Group L.O.C.=JR-B/SE-B/HW-A・B/HWO-B

★ LOC は B パドックで表彰式を行います。（タワー前での暫定表彰は行いません）

● FASTEST LAP　(2017-RR03)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
SE-B	 1'16.123	(4	/	4)	 97.894	km/h	 15	 髙木	康順	/	小林ﾌﾟﾗｽﾀｰ RC	
HW-A	 1'21.613	(2	/	4)	 91.309	km/h	 58	 門田	修	/	TEXAS	PSYCHO	RODDER
HW-B	 1'13.315	(4	/	4)	 101.644	km/h	 310	 佐藤	成彦	/	Team	46	works	
HWO-B	1'10.775	(3	/	4)	 105.291	km/h	 46	 中嶋	志朗	/	Team	46	works	 	

[LOC（レジェンド・オブ・クラシック）グループ ]
主に大排気量の外国産の旧車を中心とした LOC グループの旧車レース
原則として 1972 年まで（ウルトラライトウェイトは 1969 年まで）に
生産された車両
■ジュニア-B
　1968〜72年までに生産された車両／251〜350cc
■セニア-B
　1968〜72年までに生産された車両／ 351〜 500cc
■ヘビーウェイト -A&B
　1972 年までに生産された車両／ 501〜750cc
■ヘビーウェイトオープン-A&B
　1972 年までに生産された車両／ 751cc 以上
※1967 年以前が "Ａ"／1968 年以後が "Ｂ"
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No.	 クラブ名／名前・フリガナ（年齢）	 	 車両名	 タイヤ

ED3000-SP12	 	 参加：4台	 入賞 :	2	位    
2 ノースアイランド      '00 H-NSR-mini (BS)
 A: 河合 治 ｶﾜｲ ｵｻﾑ (49)/B: 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ (55)/C: 入倉 剛史 ｲﾘｸﾗ ﾀｹﾌﾐ (40)
11 やまっちレーシング     '00 H-CBR150R 
 A: 東 和人 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ (61)/B: 藤井 孝了 ﾌｼ ｲ゙ ﾀｶﾉﾘ (42) 
23 マキ レーシング      '88 H-NSR50 (BS)
 A: 深浦 剛 ﾌｶｳﾗ ﾂﾖｼ (44)/B: 荒井 正行 ｱﾗｲ ﾏｻﾕｷ (45)
52 GUST CLUB nao R&D+ モトール  '94 Y-TZM (DL)
 A: 西川 貢司 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ (44)
       
ED3000-2st.GP	 	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
16 松戸ＦＬＡＳＨ+AC.SPEED R   '95 H-CR80 (DL)
 A: 小熊 啓稔 ｵｸﾞﾏ ﾋﾛﾄｼ (50)
36 親子ワークス      '91 H-RS125R (DL)
 A: 後谷 拓実 ｳｼﾛﾔﾂ ﾀｸﾐ (21)/B: 後谷 俊則 ｳｼﾛﾔﾂ ﾄｼﾉﾘ (49)   
       
ED3000-4st.GP	 	 参加：3台	 入賞 :	1	位    
3 単車工房道楽      '95 H-CBR150RS (BS)
 A: 村尾 厚志 ﾑﾗｵ ｱﾂｼ (59)/B: 倉持 利夫 ｸﾗﾓﾁ ﾄｼｵ (68)/C: 松本 保文 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ (62)
32 マキ レーシング      '05 H-CBR150 (DL)
 A: 山本 時彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷﾋｺ (64)/B: 小林 利行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ (48)
93 静岡スポーツライダース    '13 Y-YZF-R15 (DL)
 A:日下部 和正 ｸｻｶﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ (50)
       
ED3000-FL-1	 	 参加：5台	 入賞 :	2	位	 	 	 	
9 チーム・ムーチ      '12 H-CBR250R (DL)
 A: 高麗 誠次 ｺﾏ ｾｲｼﾞ (63)/B: 桜井 正博 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ (44)/C: 高麗 豊 ｺﾏ ﾕﾀｶ (27)
13 単車工房道楽＆ NOGARO    '90 Y-SRX250F (PI)
 A: 佐野 英明 ｻﾉ ﾋﾃﾞｱｷ (59)/B: 柴田 章彦 ｼﾊ ﾀ゙ ｱｷﾋｺ (47)/C: 斉藤 一男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ (62)
17 プライベートレーシング with JIN PRIZE  '13 H-CBR250R (DL)
 A: 工藤 雅男 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｵ (52)/B: 菊池 博憲 ｷｸﾁ ﾋﾛﾉﾘ (45)/C: 中村 英康 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ (51) 
26 NSBR50＆マキレーシング    '13 H-CBR250R 
 A: 石井 昌史 ｲｼｲ ﾏｻｼ (48)/B: 重野 治 ｼｹ ﾉ゙ ｵｻﾑ (58) 
173 HINAMI RACING     '15 H-CBR250R (DL)
 A: 閏間 三博 ｳﾙﾏ ﾐﾋﾛ (43)/B: 閏間 明子 ｳﾙﾏ ｱｷｺ 
       
ED3000-FL-2	 	 参加：6台	 入賞 :	3	位	 	 	 	
5 モトレボ＆ハニービー      Y-YZF-R25 (DL)
 A: 大畑 信彦 ｵｵﾊﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ (49)
22 東京オリンピック      '09 K-Ninja250R (BS)
 A: 渡辺 則幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ (50)/B: 輝井 嶂 ﾃﾙｲ ｱｷﾗ (69)/C: 矢萩 一男 ﾔﾊｷﾞ ｶｽﾞｵ (52) 
37 モーターサイクルジャパン    '15 Y-YZF-R25 (PI)
 A: 岩瀬 修一 ｲﾜｾ ｼｭｳｲﾁ (41)/B: 大場 英明 ｵｵﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ (38)  
45 プライベートレーシング＆ハニービー   '17 H-CBR250RR (PI)
 A: 久保 隆 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ (54)/B: 安藤 聡 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ (52) 
77 S.R.T& ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ＆ﾏｷﾚｰｼﾝｸﾞ    '90 H-VT250 SPADA (DL)
 A: 矢田 博 ﾔﾀﾞ ﾋﾛｼ (47)/B: 新田 一美 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾐ (50) 
99 S.R.T& ペンタグラム＆マキレーシング＆ HITOMI RACING '88 H-VT250 SPADA (PI)
 A: 人見 充 ﾋﾄﾐ ﾐﾂﾙ (52)

タイムアタック⑫10：39〜	 決勝⑬スタート15：05〜／45分	

ED3000 Group エンデュランス3000-45分耐久レース
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No.	 クラブ名／名前・フリガナ（年齢）	 	 車両名	 タイヤ

ED3000-FL-4	 	 参加：12台	 入賞 :	6	位    
1 マキ レーシング      '89 H-CBR250RR (BS)
 A: 前野 繁 ﾏｴﾉ ｼｹﾞﾙ (58)/B: 小池 淳一 ｺｲｹ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ (44)/C: 右田 博久 ﾐｷ ﾀ゙ ﾋﾛﾋｻ (35) 
15 プライベートレーシング    '90 H-CBR250RR (BS)
 A: 中泉 保博 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ (50)/B: 平山 晴康 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾔｽ (54) 
19 ARC＆松戸 Flash     '89 K-ZXR250R (BS)
 A: 相川 亨 ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ (52)/B: 島 俊郎 ｼﾏ ﾄｼｵ (48)
21 瀬野土建レーシング部    '90 H-CBR250RR (PI)
 A: 渡辺 満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ (55)/B: 蔵本 勝美 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ (54)/C: 米山 健一 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝｲﾁ (49)
31 静岡スポーツライダース+ 望月太喜十朗  '90 H-CBR250RR (PI)
 A: 廣瀬 市郎 ﾋﾛｾ ｲﾁﾛｳ (47)
38 東京ｵﾘﾝﾋ ｯ゚ｸ      '90 H-CBR250RR (PI)
 A: 小山 誠司 ｺﾔﾏ ｾｲｼﾞ (54)/B: 平山 浩嗣 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ (53)/C: 新井 亮一 ｱﾗｲ ﾘｮｳｲﾁ (59) 
39 S.R.T& ペンタグラム＆マキレーシング  '90 H-CBR250RR (PI)
 A: 髙野 博文 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ (52)/B: 石川 勝則 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾉﾘ (49) 
40 カワセミ･レーシング･クラブ    '90 H-CBR250RR (PI)
 A: 坂巻 勝己 ｻｶﾏｷ ｶﾂﾐ (48)/B: 白石 憲一 ｼﾗｲｼ ｹﾝｲﾁ (47)
42 プライベートレーシング    '88 H-CBR250R (BS)
 A: 菅谷 公利 ｽｶﾞﾔ ｷﾐﾄｼ (50)
74 NSBR50&マキレーシング    '92 H-CBR250RR (DL)
 A: 山本 毅 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ (55)/B: 神藤 茂範 ｼﾝﾄﾞｳ ｼｹ ﾉ゙ﾘ (53)
86 東京ｵﾘﾝﾋ ｯ゚ｸ＆ KELPA    '94 H-CBR250RR (PI)
 A: 根岸 靖浩 ﾈｷﾞｼ ﾔｽﾋﾛ (45)/B 本田 善雄 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｵ (46)/C: 荘 利光 ｿｳ ﾄｼﾐﾂ (68)
92 ARC+QW+ピンチケ＠二次元   '91 K-ZXR250R (PI)
 A: 秋山 貴文 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ (41)/B: 渡辺 明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ (43)/C: 瀬谷 良幸 ｾﾔ ﾖｼﾕｷ (30)
       
ED3000-TMAX	 	 参加：3台	 入賞 :	1	位    
49 T MAX-ON Racing Project   '12 Y-T MAX (PI)
 A: 藤ヶ谷 栄二 ﾌｼﾞｶﾞﾔ ｴｲｼﾞ (47)
64 841レーシング with B    '12 Y-T MAX (PI)
 A: 吉田 浩 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ (26)
841 弥生レーシング      '02 Y-T MAX (PI)
 A: 松浦 吉孝 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ (51)

★ ED3000 はレース直後の暫定表彰をタワー前で行い、賞典をお渡しする表彰式は ED3000 事務局で行います。

[ED3000]
プライベートレーシングによる45分耐久レース

● FASTEST LAP　(2017-RR01)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
SP12	 1'15.688	(20	/	31)	 98.457	km/h	 2	 河合/山田/入倉	/	ﾉｰｽｱｲﾗﾝﾄﾞ	 	
2st.GP	 1'11.095	(9	/	33)	 104.817	km/h	 36	 後谷/後谷	/	親子ﾜｰｸｽ	 	
4st.GP	 1'16.370	(30	/	30)	 97.578	km/h	 32	 小池/右田	/	ﾌﾚﾝﾄﾞ & ﾏｷ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	 	
FL-1	 1'13.850	(20	/	33)	 100.907	km/h	 8	 久保	/	ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ & ﾊﾆｰﾋﾞｰ	 	
FL-2	 1'11.186	(25	/	33)	 104.684	km/h	 37	 岩瀬/大場	/	ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ	 	
FL-4	 1'07.365	(7	/	35)	 110.621	km/h	 38	 小山/平山/荘	/	東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ	
T-MAX	 1'12.824	(5	/	33)	 102.329	km/h	 49	 藤ヶ谷	/	T	MAX-ON	Racing	Project	
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