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1●写真：PHOTO HUNTER　●編集デザイン：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／㈲アルファスリー／㈱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
㈱ＭＨプロダクツ／㈱協和興材 (Microlon) ／㈱クシタニ東京／㈶ JKA オートレース事業所／㈱ SHOEI
住友ゴム工業㈱／㈱ダートフリーク／月刊ダートスポーツ／㈱テクニカルスチール／㈲テクニクス／東京スリーホークス
ナカネデザイン事務所 (Me&Her Racing) ／㈱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＆ハニービー／ Body Maintenance 3110 ／ PHOTO HUNTER ／ MY ROAD- Ⅱ
㈱メディカルマネージメントサポート／㈱ワークスワン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

　平成 30 年 11 月 18 日      　　　　オフロードヴィレッジ　　　　　  　　　　   　　    参加台数：155 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
 ①　08：30 〜 08：45 EJ ／Ｎ／ PN-A ／ VMX  フルサイズ (450&250)
 ②　08：48 〜 09：03 SE150   (150)
 ③　09：06 〜 09：21 EJ150 ／ N150 ／ PN-B  (150)
 ④　09：24 〜 09：39 GP ／ SE   フルサイズ (450&250)

●決勝レース                      

　 ①　09：45 〜 10：03 EJ250 (15 分 +1 周 )  13 台
 ②　10：06 〜 10：19 N250 (10 分 +1 周 ) 11 台
 ③　10：22 〜 10：42 SE150 ヒート１ (15 分 +1 周＋サイティング１周 ) 17 台
 ④　10：45 〜 11：03 EJ150 (15 分 +1 周 )  15 台 
 ⑤　11：06 〜 11：19 N150 (10 分 +1 周 )  18 台 
 ⑥　11：22 〜 11：47 GP&SE ヒート 1 (20 分 +1 周＋サイティング１周 ) GP-0/SE-19 台
 ⑦　11：50 〜 12：03 PN/EJ&N フルサイズ Open (10 分 +1 周 ) ※ 10 時まで Pn-5/EJ&N フルサイズ Op-3 台

 ★　12：06 〜 12：16 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  ★ 午前のレース表彰式＆じゃんけん大会	 ( コース整備・散水 ) 
 ★　13：00 〜 13：15 午後の公式練習 （15 分間）※⑧〜⑭レース出走者対象 
 ⑧　13：18 〜 13：28　2st/ セニア /VMX (5 周 )　※ 10 時まで 2st-0/ セニア -8/VMX-0 台

 ⑨　13：31 〜 13：51　SE150 ヒート 2 (15 分 +1 周＋サイティング１周 ) (17 台 ) 
 ⑩　13：54 〜 14：07 EJ150-B レース (10 分 +1 周 ) 13 台
 ⑪　14：10 〜 14：23 N150-B レース (10 分 +1 周 ) 16 台
 ⑫　14：26 〜 14：39 N450 (10 分 +1 周 ) 5 台 
 ⑬　14：42 〜 15：02 EJ450 (15 分 +1 周 )  12 台
 ⑭　15：05 〜 15：30 GP&SE ヒート２ (20 分 +1 周＋サイティング１周 ) (GP-0/SE-19台)
 ★　15：40 〜 午後のレース表彰式＆じゃんけん大会

※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

2018 Clubman Motocross 第10戦

（2018.1117 更新）
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EJ250
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EJ250	 参加：13台／入賞 :	4	位	 	 	 	
10 榎戸 栄一  ｴﾉｷﾄﾞ ｴｲｲﾁ 54 オヤジライダース '16 Y-YZ250F 
12 加島 謙吾 (11/18) ｶｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 33 Team Power Band '18 K-KX250F 
22 川田 憲秀  ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｼｭｳ 50 ドリーム新宿 '16 H-CRF250R (BS)
34 見城 和幸  ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾕｷ 48 タカレーシング '18 H-CRF250R 
37 山 英靖  ﾔﾏ ﾋﾃﾞﾔｽ 53 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '15 Y-YZ250F (BS)
41 山崎 省二  ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 53 Team Power Band '18 H-CRF250R (DL)
45 内間 俊一  ｳﾁﾏ ｼｭﾝｲﾁ 58 エンジェルス関東 '15 K-KX250F (BS)
54 山本 雄三  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ 54 MHP RACE TEAM '19 Y-YZ250F (BS)
77 野口 久雄  ﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ 69 TEAM MX JAPAN  Y-YZ250 (BS)
85 三木 幸夫  ﾐｷ ﾕｷｵ 64 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '18 H-CRF250R (BS)
111 畔蒜 秀享  ｱﾋﾞﾙ ﾋﾃﾞﾀｶ 41 Me&Her Racing '15 Y-YZ125 (BS)
210 日當 勝彦  ﾆｯﾄｳ ｶﾂﾋｺ 60 TEAM MX JAPAN '15 H-CRF250R (BS)
521 岡田 豊蔵  ｵｶﾀﾞ ﾎｳｿﾞｳ 49 チーム トヨクラ '14 H-CRF250R (DL)

※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

大会名：2018 クラブマンモトクロス第 10戦
開催日：平成 30年 11月 18日
開催地：オフロードヴィレッジ
主　催：全日本モーターサイクルクラブ連盟

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 09：45 〜 15 分 +1 周

◎大会本部
	 新津	栄一	 （大会会長）	 東京スリーホークス
	 小泉	甫	 （競技監督）	 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	 （大会事務局長）	 Me&Her	Racing	
	 中根	幸子	 （賞典）	 Me&Her	Racing
	 伊藤房子	 （賞典）	 日大&明治MCC	
	 小笠	原	潔	 （賞典）	 日大&明治MCC	
◎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
	 関　健一	 （レスキュー隊）	 カワセミ･レーシング･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.

◎計時セクション
	 木村郁夫	 （ゴール・MX委員長）	 ゴルディーニクラブ
	 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
	 斉藤	克巳	 （計時）	 野田ジュニアレーシングクラブ
	 矢部	富一	 （計時）	 カワセミ･レーシング･クラブ
◎車検・進行・コースセクション
	 宍戸　護	 （審査委員長）	 チームMY	ROAD
	 眞壁	政和	 （審査委員）	 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	稔	 （MX副委員長・進行）	 野田ジュニアレーシングクラブ
	 富澤	兼夫	 （MX副委員長・進行）	 東京スリーホークス
	 古野	和典	 （MX副委員長・進行）	 チームMY	ROAD	
	 斉藤	寛	 （コース）	 野田ジュニアレーシングクラブ
	 坂巻勝己	 （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）	 日大&明治MCC	
	 その他、現地スタッフ（コース）他

❶
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N250	 参加：11台／入賞 :	3	位	 	 	 	
13 加藤 泰介  ｶﾄｳ ﾀｲｽｹ 17 加藤泰介 .BRC '17 H-CRF250R (BS)
24 斉藤 秀喜  ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 54 まいっちんぐレーシング '14 H-CRF250R (BS)
29 田中 慎一 (11/18) ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ 29 レーシングチーム鷹 '15 Y-YZ250FX (BS)
37 扇 良太 (11/18) ｵｳｷﾞ ﾘｮｳﾀ 32 レーシングチーム鷹 '19 Y-YZ125 (DL)
43 高橋 公貴  ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 22 TEAM MX JAPAN '15 H-CRF250R 
52 堀込 賢二郎  ﾎﾘｺﾞﾒ ｹﾝｼﾞﾛｳ 61 オヤジライダース  H-CR125R 
90 升方 好男 (11/18) ﾏｽｶﾀ ﾖｼｵ 44 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '11 KTM-350SXF (BS)
110 山田 直人  ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 33 TEAM MX JAPAN  H-CRF250R 
123 佐藤 勝弘  ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 53 V-major '17 Y-YZ250F (DL)
140 石丸 健一 (11/18) ｲｼﾏﾙ ｹﾝｲﾁ 47 Motocross 1day Lisence  H-CRF250R 
147 津村 竜初 (11/18) ﾂﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 27 TEAM MX JAPAN '13 H-CRF450R 

SE150	 参加：17台	 	 	 	 	 	
02 小川 史朗  ｵｶﾞﾜ ｼﾛｳ 60 H･R･C '14 H-CRF150R 
03 鈴木 崇久  ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｻ 55 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ '16 Y-YZ85 (BS)
3 飯田 益己  ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 54 隼 ROOST  S-RM85 (BS)
5 牧野 篤  ﾏｷﾉ ｱﾂｼ 45 レーシングチーム鷹 '18 Y-YZ85 
11 鍋谷 維章  ﾅﾍﾞﾀﾆ ｺﾚｱｷ 58 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '17 K-KX100 (BS)
19 井上 佳宥  ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 21 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '19 H-CRF150R (BS)
22 安孫子 賢二  ｱﾋﾞｺ ｹﾝｼﾞ 63 エンジェルス関東 '17 H-CRF150R (BS)
24 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 44 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '19 Y-YZ85 (BS)
27 山本 久基  ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｷ 49 オヤジライダース '16 K-KX100 (BS)
32 山崎 光明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ 35 I.R.T. '18 Y-YZ85 (BS)
36 樋上 克之  ﾋｶﾞﾐ ｶﾂﾕｷ 51 隼 ROOST '11 H-CRF150R (BS)
37 小泉 俊一郎  ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 52 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
74 井上 椋太  ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 18 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '14 Y-YZ85 (BS)
97 森田 太一  ﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ 23 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ  K-KX85 (DL)
111 藤田 康高  ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 51 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '14 S-RM85 (BS)
329 加藤 貴理  ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ 46 The Goodfather '14 H-CRF150R (IRC)
810 波戸 玲  ﾊﾄ ｱｷﾗ 48 工学院ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ部 '17 K-KX100 (BS)

2N250 

SE150 

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 10：06 〜 10 分 +1 周

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 10：22 〜 15 分 +1 周
❸

❷
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N150		 参加：18台／入賞 :	5	位	 	 	
0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 73 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C '19 H-CRF150R (BS)
14 山村 利司  ﾔﾏﾑﾗ ﾄｼｼﾞ 62 The Goodfather '18 H-CRF150R (BS)
22 中澤 貴章  ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 47 H･R･C '19 Y-YZ85 
24 小谷中 賢治  ｺﾔﾅｶ ｹﾝｼﾞ 64 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
25 佐野 雅大  ｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 37 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
27 加藤 康之  ｶﾄｳ ﾔｽﾕｷ 49 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  H-CRF150R (BS)
28 土谷 育生  ﾂﾁﾔ ｲｸｵ 47 隼 ROOST '07 H-CR85 (BS)
29 中野 晶  ﾅｶﾉ ｱｷﾗ 47 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
30 山口 裕太郎  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 26 静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽｸﾗﾌﾞ '04 K-KX85 (BS)
35 横内 翔  ﾖｺｳﾁ ｼｮｳ 26 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '09 H-CRF150R (DL)
65 川尾 文雄  ｶﾜｵ ﾌﾐｵ 66 龍ヶ崎 RC '08 CRF150R (BS)
70 井出 理仁  ｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾄ 40 隼 ROOST '07 H-CRF150R (BS)
72 中村 大輔  ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 47 隼 ROOST '17 K-KX100 (BS)
91 吉田 桂子 (11/18) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ  Motocross 1day Lisence '16 K-KX100 (BS)
337 中嶋 俊裕  ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ 44 スエロ　レーシング with 勝田産業 '13 H-CRF150R (BS)
701 篠崎 真由美  ｼﾉｻﾞｷ ﾏﾕﾐ  城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '17 H-CRF150R (BS)
714 布施 昭男  ﾌｾ ｱｷｵ 70 エンジェルス関東 '14 H-CRF150R (DL)
727 松永 博史 (11/18) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 66 ボンネビル RC '07 H-CRF150R 

EJ150	 参加：15台／入賞 :5位	 	 	
8 田島 直樹  ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ 36 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
23 Pereira Marcelo ﾍﾟﾚｲﾗ ﾏﾙｾﾛ 38 MX BRAVES '15 H-CRF150R (BS)
34 斉藤 匡彦  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 47 隼 ROOST '16 H-CRF150R (BS)
39 中野 亮  ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 39 隼 ROOST '13 H-CRF150R (BS)
47 山本 久雄  ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｵ 49 隼 ROOST  Y-YZ85 
62 片岡 夏来  ｶﾀｵｶ ﾅﾂｷ 51 MX134 '14 H-CRF150R (BS)
71 成沢 淳一  ﾅﾙｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 47 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '16 Y-YZ85 (BS)
75 井口 有二  ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 61 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
82 上野 靖美  ｳｴﾉ ﾔｽﾐ 49 TEAM MX JAPAN  K-KX100 (BS)
88 水嶋 智  ﾐｽﾞｼﾏ ｻﾄｼ 51 TEAM MX JAPAN  K-KX100 (BS)
90 井上 洋  ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 45 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ  H-CRF150R 
123 増田 実 (11/18) ﾏｽﾀﾞ ﾐﾉﾙ 44 ﾎﾞﾝﾈﾋﾞﾙ - Ⅱ '11 H-CRF150R (BS)
124 小林 遊 (11/18) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 25 Motocross 1day Lisence '02 K-KX85 (BS)
153 蓮見 和久  ﾊｽﾐ ｶｽﾞﾋｻ 46 The Goodfather '12 H-CRF150R (BS)
163 木村 博美  ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ  Team Power Band '15 H-CRF150R (DL)

EJ150

N150

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 10：45 〜 15 分 +1 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 11：06 〜 10 分 +1 周

❹

❺

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

チームウェア・ステッカー制作
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EJ&N-Fullsize Open/PN 
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GP	 	 参加：0台	     

SE	 	 参加：19台	 	 	 	 	
1 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 44 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '18 Y-YZ450F (BS)
5 高橋 実  ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 43 小田原ﾙｰﾄ１ '19 Y-YZ125 (BS)
56 来田 記雄  ｸﾙﾀ ﾉﾘｵ 68 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ RC '18 H-CRF250R (BS)
16 池田 均  ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 58 オヤジライダース '10 H-CRF250R 
23 村松 貴 (11/18) ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｼ 53 AERIAL Racing Team '18 Y-YZ250F 
25 工藤 厚  ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ 55 むさしの会オートバイ部 OB '18 H-CRF250R (BS)
30 若松 大地  ﾜｶﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 27 WIN レーシング '11 S-RMZ250 (BS)
32 山崎 光明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ 35 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 52 TEAM MX JAPAN  K-KX250F (BS)
41 木村 篤史  ｷﾑﾗ ｱﾂｼ 46 Team Power Band '12 K-KX450F (DL)
52 野村 裕一  ﾉﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 52 Team Power Band '18 K-KX250F 
72 田村 博文  ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 49 DMR motor sports '18 H-CRF250R (DL)
87 PAULO S.ARAUJO ﾊﾟｳﾛ ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　47　MX BRAVES '19 K-KX450F (BS)
97 森田 太一  ﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ 23 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ  K-KX125 (DL)
96 早川 誼 (11/18) ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾐ 25 DHS moto with YOHKEH BOEKI '18 H-CRF250R 
111 向井 努  ﾑｶｲ ﾂﾄﾑ 49 MR-K with K-cross '15 H-CRF450R (BS)
113 山本 大  ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 34 I.R.T. '19 Y-YZ250F (BS)
116 古谷 稔 (11/18) ﾌﾙﾔ ﾐﾉﾙ 52 AERIAL Racing Team '17 H-CRF450R (DL)
511 須田 謙蔵  ｽﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 41 I.R.T. '18 Y-YZ450F (BS)

GP & SE
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 11：22 〜 20 分 +1 周

EJ ＆ N フルサイズオープン（旧オープン A）／プレノービス    グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 11：50 〜 10 分 +1 周

キッズ走行会 12：06 〜 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。
Exhibition-1

昼休み／コース整備	 12：06 〜 12：59 コース整備はキッズ走行会終了後

EJ&N-Fullsize Open/PreNovice
EJ&N ﾌﾙｻｲｽﾞｵ ﾌーﾟﾝ	 参加：3台／入賞（40%）　※旧ｵｰﾌﾟﾝ A    
N-74 折居 繁好  ｵﾘｲ ｼｹﾞﾖｼ 40 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '19 H-CRF250R (DL)
E-85 三木 幸夫  ﾐｷ ﾕｷｵ 64 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '18 H-CRF250R (BS)
N-110 山田 直人  ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 33 TEAM MX JAPAN  H-CRF250R 

プレノービス	 参加：5台／入賞（40%）	　※フルサイズ MX 初心者と、N250・450 で入賞圏外だった方

N-1 阿久澤 一達 (11/18) ｱｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 29 I.R.T. '14 H-CRF250R (BS)
N-8 岸部 恭平 (11/18) ｷｼﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 25 I.R.T. '08 K-KX250F (BS)
N-35 横内 翔  ﾖｺｳﾁ ｼｮｳ 26 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '09 H-CRF150R (DL)
N-37 扇 良太 (11/18) ｵｳｷﾞ ﾘｮｳﾀ 32 レーシングチーム鷹 '19 Y-YZ125 (DL)
N-98 折居 義弘  ｵﾘｲ ﾖｼﾋﾛ 70 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '75 S-RH250 (DL)

❻

❼



❽
2st/Senia80-70-60-50/VMX   

6

2st.Mania	 参加：0台／入賞（40％）   

セニア80	 参加：1台／入賞（40％）　※ベテランレース 80 歳代  
N-78 新津 栄一  ﾆｲﾂ ｴｲｲﾁ 81 東京ｽﾘｰﾎｰｸｽ  Y-YZ250F 
セニア70	 参加：6台／入賞（40％）　※ベテランレース 70 歳代  
N-0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 73 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C '19 H-CRF150R (BS)
E-9 山下 和男  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 71 MHP RACE TEAM '08 Y-YZ250F (BS)
N-50 富澤 兼夫  ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀｹｵ 71 東京ｽﾘｰﾎｰｸｽ '09 Y-YZ125 
E-71 梅原 秀章  ｳﾒﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 71 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C  Y-YZ250F (BS)
N-75 斉藤 城太郎  ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 75 野田ｼ ｭ゙ﾆｱﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ '19 Y-YZ85 (BS)
N-98 折居 義弘  ｵﾘｲ ﾖｼﾋﾛ 70 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '75 S-RH250 (DL)
セニア60	 参加：2台／入賞（40％）　※ベテランレース 60 歳代

E-55 斉藤 克巳  ｻｲﾄｳ ｶﾂﾐ 63 野田ｼ ｭ゙ﾆｱﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ '19 Y-YZ125 (DL)

セニア50	 参加：0台／入賞（40％）　※ベテランレース 50 歳代

※当日受付 = 会員 10：00
　（非会員 8 時まで）

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
2st/Senia 80-70-60-50/VMX
午後の練習走行 13：00 〜15 分	 第 8 〜14 レースエントラント対象（希望者）
Exhibition-3

❽

午前中に開催したレース(EJ250/N250/EJ150/N150/PN/EJ&NフルサイズOP)

の表彰式を本部前で行います。入賞した方は表彰台の近くまでお越しください。

クラブ員やMX仲間も集まって、みんなで入賞者を讃えよう！

表彰式後に豪華商品が貰える、じゃんけん大会を行います！（入賞者と役員はご遠慮ください）

午前中レース表彰式 12：20 〜	
Exhibition-2

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　



❾
SE150 Heat-2  ❿

EJ150-B  
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SE150	 参加：17台／入賞 :	総合6	位	 	 	
02 小川 史朗  ｵｶﾞﾜ ｼﾛｳ 60 H･R･C '14 H-CRF150R 
03 鈴木 崇久  ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｻ 55 富士ﾗｲﾀﾞｰｽ '16 Y-YZ85 (BS)
3 飯田 益己  ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 54 隼 ROOST  S-RM85 (BS)
5 牧野 篤  ﾏｷﾉ ｱﾂｼ 45 レーシングチーム鷹 '18 Y-YZ85 
11 鍋谷 維章  ﾅﾍﾞﾀﾆ ｺﾚｱｷ 58 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '17 K-KX100 (BS)
19 井上 佳宥  ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 21 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '19 H-CRF150R (BS)
22 安孫子 賢二  ｱﾋﾞｺ ｹﾝｼﾞ 63 エンジェルス関東 '17 H-CRF150R (BS)
24 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 44 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '19 Y-YZ85 (BS)
27 山本 久基  ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｷ 49 オヤジライダース '16 K-KX100 (BS)
32 山崎 光明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ 35 I.R.T. '18 Y-YZ85 (BS)
36 樋上 克之  ﾋｶﾞﾐ ｶﾂﾕｷ 51 隼 ROOST '11 H-CRF150R (BS)
37 小泉 俊一郎  ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 52 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
74 井上 椋太  ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 18 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '14 Y-YZ85 (BS)
97 森田 太一  ﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ 23 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ  K-KX85 (DL)
111 藤田 康高  ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 51 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '14 S-RM85 (BS)
329 加藤 貴理  ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ 46 The Goodfather '14 H-CRF150R (IRC)
810 波戸 玲  ﾊﾄ ｱｷﾗ 48 工学院ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ部 '17 K-KX100 (BS)

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

❾

EJ150-B	 参加：13台／入賞 :	5 位	 	 	 	
8 田島 直樹  ﾀｼﾞﾏ ﾅｵｷ 36 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
23 Pereira Marcelo ﾍﾟﾚｲﾗ ﾏﾙｾﾛ 38 MX BRAVES '15 H-CRF150R (BS)
34 斉藤 匡彦  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 47 隼 ROOST '16 H-CRF150R (BS)
39 中野 亮  ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 39 隼 ROOST '13 H-CRF150R (BS)
62 片岡 夏来  ｶﾀｵｶ ﾅﾂｷ 51 MX134 '14 H-CRF150R (BS)
71 成沢 淳一  ﾅﾙｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 47 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '16 Y-YZ85 (BS)
75 井口 有二  ｲｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 61 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
82 上野 靖美  ｳｴﾉ ﾔｽﾐ 49 TEAM MX JAPAN  K-KX100 (BS)
88 水嶋 智  ﾐｽﾞｼﾏ ｻﾄｼ 51 TEAM MX JAPAN  K-KX100 (BS)
90 井上 洋  ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 45 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ  H-CRF150R 
124 小林 遊 (11/18) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 25 Motocross 1day Lisence '02 K-KX85 (BS)
153 蓮見 和久  ﾊｽﾐ ｶｽﾞﾋｻ 46 The Goodfather '12 H-CRF150R (BS)
163 木村 博美  ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ  Team Power Band '15 H-CRF150R (DL)

EJ150-B
エキスパートジュニア 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

❿



⓫
N150-B ⓬

N450  
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N450	 参加：5台／入賞 :	2	位	 	 	 	
13 加藤 泰介  ｶﾄｳ ﾀｲｽｹ 17 加藤泰介 .BRC '17 H-CRF250R (BS)
24 斉藤 秀喜  ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 54 まいっちんぐレーシング '14 H-CRF250R (BS)
52 堀込 賢二郎  ﾎﾘｺﾞﾒ ｹﾝｼﾞﾛｳ 61 オヤジライダース  H-CR125R 
74 折居 繁好  ｵﾘｲ ｼｹﾞﾖｼ 40 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '19 H-CRF250R (DL)
90 升方 好男 (11/18) ﾏｽｶﾀ ﾖｼｵ 44 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '11 KTM-350SXF (BS)

N450
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 14：26 〜 10 分 +1 周

⓬

N150-B	 参加：15台／入賞 :6	位	 	 	 	
0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 73 神楽坂＆東京ﾊｲﾗｲﾄ C '19 H-CRF150R (BS)
14 山村 利司  ﾔﾏﾑﾗ ﾄｼｼﾞ 62 The Goodfather '18 H-CRF150R (BS)
24 小谷中 賢治  ｺﾔﾅｶ ｹﾝｼﾞ 64 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
25 佐野 雅大  ｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 37 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
27 加藤 康之  ｶﾄｳ ﾔｽﾕｷ 49 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  H-CRF150R (BS)
28 土谷 育生  ﾂﾁﾔ ｲｸｵ 47 隼 ROOST '07 H-CR85 (BS)
29 中野 晶  ﾅｶﾉ ｱｷﾗ 47 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
30 山口 裕太郎  ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 26 静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽｸﾗﾌﾞ '04 K-KX85 (BS)
35 横内 翔  ﾖｺｳﾁ ｼｮｳ 26 山梨ｵｰﾄﾊﾞｯﾌｧﾛｰｽﾞ '09 H-CRF150R (DL)
65 川尾 文雄  ｶﾜｵ ﾌﾐｵ 66 龍ヶ崎 RC '08 CRF150R (BS)
70 井出 理仁  ｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾄ 40 隼 ROOST '07 H-CRF150R (BS)
72 中村 大輔  ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 47 隼 ROOST '17 K-KX100 (BS)
91 吉田 桂子 (11/18) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ  Motocross 1day Lisence '16 K-KX100 (BS)
701 篠崎 真由美  ｼﾉｻﾞｷ ﾏﾕﾐ  城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '17 H-CRF150R (BS)
714 布施 昭男  ﾌｾ ｱｷｵ 70 エンジェルス関東 '14 H-CRF150R (DL)
727 松永 博史 (11/18) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 66 ボンネビル RC '07 H-CRF150R 

N150-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 14：10 〜 10 分 +1 周

⓫



⓭
EJ450  ⓮

GP & SE

EJ450	 参加：12台／入賞 :	4 位	 	 	 	
10 榎戸 栄一  ｴﾉｷﾄﾞ ｴｲｲﾁ 54 オヤジライダース '16 Y-YZ250F 
12 加島 謙吾 (11/18) ｶｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 33 Team Power Band '18 K-KX250F 
14 有賀 亮  ｱﾘｶﾞ ﾘｮｳ 46 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ RC '14 H-CRF250R (BS)
22 川田 憲秀  ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｼｭｳ 50 ドリーム新宿 '16 H-CRF250R (BS)
34 見城 和幸  ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾕｷ 48 タカレーシング '18 H-CRF250R 
37 山 英靖  ﾔﾏ ﾋﾃﾞﾔｽ 53 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '15 Y-YZ250F (BS)
45 内間 俊一  ｳﾁﾏ ｼｭﾝｲﾁ 58 エンジェルス関東 '15 K-KX250F (BS)
54 山本 雄三  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ 54 MHP RACE TEAM '19 Y-YZ250F (BS)
74 Santos Marcio ｻﾝﾄｽ ﾏﾙｼｵ 44 MX BRAVES '13 H-CRF250R 
90 岩渕 郁也  ｲﾜﾌﾞﾁ ｲｸﾔ 56 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ '19 K-KX450SE (DL)
111 畔蒜 秀享  ｱﾋﾞﾙ ﾋﾃﾞﾀｶ 41 Me&Her Racing '15 Y-YZ125 (BS)
521 岡田 豊蔵  ｵｶﾀﾞ ﾎｳｿﾞｳ 49 チーム トヨクラ '14 H-CRF250R (DL)

EJ450 
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 14：42 〜 15 分 +1 周

9

⓭

GP	 	 参加：0台／入賞：総合6位	 	 	

SE	 	 参加：19台／入賞：総合6位	    
1 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 44 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '18 Y-YZ450F (BS)
5 高橋 実  ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 43 小田原ﾙｰﾄ１ '19 Y-YZ125 (BS)
56 来田 記雄  ｸﾙﾀ ﾉﾘｵ 68 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ RC '18 H-CRF250R (BS)
16 池田 均  ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 58 オヤジライダース '10 H-CRF250R 
23 村松 貴 (11/18) ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｼ 53 AERIAL Racing Team '18 Y-YZ250F 
25 工藤 厚  ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ 55 むさしの会オートバイ部 OB '18 H-CRF250R (BS)
30 若松 大地  ﾜｶﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 27 WIN レーシング '11 S-RMZ250 (BS)
32 山崎 光明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ 35 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 52 TEAM MX JAPAN  K-KX250F (BS)
41 木村 篤史  ｷﾑﾗ ｱﾂｼ 46 Team Power Band '12 K-KX450F (DL)
52 野村 裕一  ﾉﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 52 Team Power Band '18 K-KX250F 
72 田村 博文  ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 49 DMR motor sports '18 H-CRF250R (DL)
87 PAULO S.ARAUJO ﾊﾟｳﾛ ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　47　MX BRAVES '19 K-KX450F (BS)
96 早川 誼 (11/18) ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾐ 25 DHS moto with YOHKEH BOEKI '18 H-CRF250R 
97 森田 太一  ﾓﾘﾀ ﾀｲﾁ 23 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ  K-KX125 (DL)
111 向井 努  ﾑｶｲ ﾂﾄﾑ 49 MR-K with K-cross '15 H-CRF450R (BS)
113 山本 大  ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 34 I.R.T. '19 Y-YZ250F (BS)
116 古谷 稔 (11/18) ﾌﾙﾔ ﾐﾉﾙ 52 AERIAL Racing Team '17 H-CRF450R (DL)
511 須田 謙蔵  ｽﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 41 I.R.T. '18 Y-YZ450F (BS)

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 15：05 〜 20 分 +1 周

⓮

Exhibition-4
午後のレース表彰式 15：40 〜
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