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1●写真：OFFICE CAMELIN 　●編集デザイン：Nakane Design Office　●印刷：（有）雄恒社

　令和 4 年 3 月 13 日  　　　　     　　　MX408　　　　　　　   　　　　   　　   　参加台数：112 台 

●タイムスケジュール
 　　07：15 〜 08：00 受付（クラブ毎の参加受付）／レンタルポンダー受付／車検
 　　08：15 〜 08：45 開会式／クラブ賞授与式／ライダースミーティング

●公式練習
 ①　09：00 〜 09：10 E-F1&F2 ／Ｎ -F1&F2 ／プレノービス／セニア （フルサイズ）

 ②　09：15 〜 09：25 GP150 ／ SE150   (150)

 ③　09：30 〜 09：40 E-M1&M2 ／ N-M1&M2 ／プレノービス／セニア (150)

 ④　09：45 〜 09：55 GP ／ SE   （フルサイズ）

●決勝レース                      

 ①　10：00 〜 10：18 E-F1 (15 分 +1 周 )  9 台
 ②　10：21 〜 10：34 N-F1 (10 分 +1 周 ) 12 台
 ③　10：37 〜 10：55 GP&SE150 ヒート１ (15 分 +1 周 ) GP-5/SE-13 台
 ④　10：58 〜 11：16 E-M1 (15 分 +1 周 )  8 台 
 ⑤　11：19 〜 11：32 N-M1 (10 分 +1 周 )  6 台 
 ⑥　11：35 〜 11：58 GP&SE ヒート 1 (20 分 +1 周 ) GP-5/SE-18 台
 ★　12：01 〜 昼休み 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）

 ★　12：25 〜 午前中レースの表彰式＆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）  ※⑦〜⑫レース出走者対象（希望者）

 ⑦　13：18 〜 13：28　 プレノービス／セニア (5 周 )　  PN-1/ セニア 70-2 台
 ⑧　13：31 〜 13：52　 GP&SE150 ヒート 2 (15 分 +1 周＋サイティング１周 ) (GP-5/SE-13 台 )   
 ⑨　13：54 〜 14：09 E-M2 ＆ N-M2 (12 分 +1 周 ) E-7/N-6 台
 ⑩　14：12 〜 14：25 N-F2 (10 分 +1 周 ) 11 台
 ⑪　14：28 〜 14：46 E-F2 (15 分 +1 周 ) 9 台 
 ⑫　14：49 〜 15：15 GP&SE ヒート２ (20 分 +1 周＋サイティング１周 )  (GP-5/SE-18 台 )

 ★　15：20 〜 午後のレースの表彰式

※感染対策や天候などの都合により、表彰式を行わない場合があります。ライダースミーティングで発表します。

※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。

※全車トランスポンダーを右側Fフォークへ装着します。MY PONDER 以外の方はポンダー貸出しますので受付までお越しください。

（2022.0311 更新）

第2戦
[COVID-19チャリティーMX]

2022CLUBMAN MOTOCROSS

＜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・㈱ピート (NORTON)
㈱ Westwood MX ／㈲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／住友ゴム工業㈱／㈱造形社（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／㈲日髙システム／㈱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／北湘モーターサイクル／㈱ワークスワン
OFFICE CAMELIN ／ PHOTO HUNTER ／他（順不同）
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※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

エキスパートフルサイズ -1 クラス決勝　　　　　　　   グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：00 〜 15 分 +1 周
❶

新型コロナウイルス等感染症の予防ならびに拡散防止対策について
選手の皆様におかれましては感染症の予防対策（手洗い・手指消毒・うがい・走行時以外のマスク着用など）へのご協
力をお願いいたします。大会本部前にもアルコールスプレーなどご用意いたしますので、ご利用ください。
またパドックにおきましてもソーシャルディスタンスを確保し、飛沫感染予防にご協力ください。
なお感染予防策としまして、役員および運営スタッフがマスクやフェイスガードを着用し、ご対応させていただく場合
もございます。予めご承知おきください。
☆事前に郵送した問診票は公式練習時に抽選テントで検温して回収しますので、体調など記入しておいてください。

E-F1		 参加：9台／入賞 :	3	位   
7 榎戸 栄一  ｴﾉｷﾄﾞ ｴｲｲﾁ 58 オヤジライダース '20 Y-YZ250F 
8 山 英靖  ﾔﾏ ﾋﾃﾞﾔｽ 56 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '22 Y-YZ250F (BS)
15 池田 均  ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 61 オヤジライダース '20 H-CR250R 
18 及川 賢治  ｵｲｶﾜ ｹﾝｼﾞ 59 MHP RACE TEAM '21 Y-YZ250F (BS)
34 見城 和幸  ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾕｷ 52 ヤマタカレーシング '22 H-CRF250R (BS)
55 山田 昌伸  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 55 ヤマタカレーシング '20 KTM-125SX (BS)
125 畔蒜 秀享  ｱﾋﾞﾙ ﾋﾃﾞﾀｶ 44 Me&Her Racing '22 Y-YZ125 (BS)
777 DA.SILVA P.GUILHERME  ﾀﾞ ｼﾙｳﾞｧ ﾌﾟﾛｴﾝｶ ｷﾞｴﾙﾒ　28　JOY  H-CRF250R 
800 岸部 恭平  ｷｼﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 28 I.R.T. '20 Y-YZ250F (BS)

大会名：2022 クラブマンモトクロス第 2戦
開催日：令和 4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

◎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
◎レスキューレンジャー・救護
	 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	 （レスキュー隊員）	 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）	 CCMCC
	 斉藤	耕二	 （抽選）	 CCMCC

◎計時セクション
	 木村	郁夫	 （MX委員長・ゴール）	 ゴルディーニクラブ
	 斉藤	城太郎	 （審査委員・計時）	 野田ジュニアレーシングクラブ
	 森内	裕之	 （ポンダー計測）	 HERO'S
◎車検・進行・コースセクション
	 真壁政和	 （審査委員・進行）	 湘南MCC
	 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）	 東京スリーホークス
	 新津	博行	 （コース）	 東京スリーホークス
	 坂巻	勝己	 （コース）	 カワセミ･レーシング･クラブ
◎マーシャル＆コース現地スタッフ
	 西川	和良（マーシャル）
	 前田　貞男（コース）/栗山　久（コース）/佐竹　孝（コース）
	 鈴木　英之（コース）/浅野　友和（コース）、他

（敬称略）
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2ノービスフルサイズ -1 クラス決勝　　　　　 　　　　グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：21 〜 10 分 +1 周
❷

GP150	 参加：5台     
1 大内 健八  ｵｵｳﾁ ｹﾝﾔ 52 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF150R
17 鴨田 翔 (03/13) ｶﾓﾀ ｶｹﾙ 20 BLITZ  K-KX100 (DL)
24 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 47 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '22 Y-YZ85 (BS)
39 平塚 豪  ﾋﾗﾂｶ ｺﾞｳ 19 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  K-KX85
58 名島 玖龍 (03/13) ﾅｼﾞﾏ ｷﾘｭｳ 13 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '21 H-CRF150R 

SE150	 参加：13台	 	 	 	 	
1 藤田 康高  ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 55 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '19 Y-YZ85 (BS)
2 飯田 益己  ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 57 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
5 斉藤 匡彦  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 51 隼 ROOST '16 H-CRF150R (BS)
6 加藤木 桂  ｶﾄｳｷﾞ ｶﾂﾗ 67 TEAM-M1-RACING '14 H-CRF150R (DL)
27 山本 久基  ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｷ 53 オヤジライダース '22 K-KX112 
37 小泉 俊一郎  ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 56 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
47 高橋 実  ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 46 小田原ﾙｰﾄ１ '21 Y-YZ85 (BS)
64 窪田 忠昭  ｸﾎﾞﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 64 SGM.RACING '07 H-CR85R (BS)
74 川崎 勝人  ｶﾜｻｷ ﾏｻﾄ 40 隼 ROOST  K-KX100 (BS)
91 吉田 桂子  ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ  ボンネビル RC '22 K-KX112 
100 山崎 進喜  ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｷ 51 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ '18 H-CRF150R (BS)
289 長谷川 祥  ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 43 MHP RACE TEAM  Y-YZ85 
810 波戸 玲  ﾊﾄ ｱｷﾗ 52 工学院ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ部 '21 K-KX100 (BS)

ジーピー／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 10：37 〜 15 分 +1 周
❸

N-F1	 参加：12 台／入賞 :	4	位	 	 	 	 	
23 二見 嘉彦  ﾌﾀﾐ ﾖｼﾋｺ 74 小田原ﾙｰﾄ１ '19 H-CRF250R 
26 中越 公治  ﾅｶｺﾞｴ ｺｳｼﾞ 29 JOY '20 Y-YZ125 
30 河内 慎弥 (03/13) ｶﾜｳﾁ ｼﾝﾔ 49 Motocross 1day Lisence '21 Y-YZ125 (BS)
39 福島 丈士 (03/13) ﾌｸｼﾏ ﾀｹｼ 33 Motocross 1day Lisence '21 K-KX250 (BS)
56 若松 勇一 (03/13) ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 56 WIN レーシング  S-RM250 (BS)
69 佐々木 克彦 (03/13) ｻｻｷ ｶﾂﾋｺ 56 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  Y-YZ125 (DL)
72 森本 彰  ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳ 27 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ '21 K-KX250 (DL)
90 升方 好男  ﾏｽｶﾀ ﾖｼｵ 47 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF450R (BS)
95 沓沢 征紀  ｸﾂｻﾞﾜ ﾏｻｷ 42 C for Racing '18 KTM-350SXF 
273 北 修  ｷﾀ ｵｻﾑ 64 TEAM 輪生館 2 軍  K-KX250 
318 湯原 修  ﾕﾊﾗ ｵｻﾑ 66 竜ヶ崎レーシング '22 Y-YZ250F 
381 小島 順一  ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 53 ボンネビル RC '19 H-CRF250R (BS)
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N-M1(150)	 参加：6台／入賞 :	2	位    
0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 76 東京アドベンチャー '19 H-CRF150R (BS)
25 川島 應佑  ｶﾜｼﾏ ｵｳｽｹ 13 小田原ﾙｰﾄ１ '15 K-KX85 
34 境 光志  ｻｶｲ ﾐﾂｼ 67 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ＆ﾊﾆｰﾋﾞｰ '18 K-KX100 (BS)
41 大割 勉  ｵｵﾜﾘ ﾂﾄﾑ 54 ボンネビル RC '22 K-KX112 
160 佐藤 真  ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 45 MOTOR HOUSE R・D  H-CRF150R (BS)
727 松永 博史  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 69 ボンネビル RC '20 H-CRF150R 

ノービスミドル -1 クラス決勝　　　　　　　              グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 11：19 〜 10 分 +1 周
❺

E-M1(150)	 参加：8台／入賞 :	2	位   
10 山 英靖  ﾔﾏ ﾋﾃﾞﾔｽ 56 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ  H-CRF150R (BS)
28 鍋谷 維章  ﾅﾍﾞﾀﾆ ｺﾚｱｷ 62 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '17 K-KX100 (BS)
33 狩野 祐太  ｶﾉｳ ﾕｳﾀ 27 I.R.T. '22 K-KX85 (BS)
34 中野 亮  ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 42 隼 ROOST '13 H-CRF150R (BS)
45 井上 洋  ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 49 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '21 Y-YZ125 (BS)
46 内間 俊一  ｳﾁﾏ ｼｭﾝｲﾁ 62 MX.BRC（内間俊一）  H-CRF150R (BS)
81 関 賢一郎  ｾｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 55 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '16 H-CRF150R (BS)
88 水嶋 智  ﾐｽﾞｼﾏ ｻﾄｼ 55 TEAM MX JAPAN  K-KX100 (BS)

エキスパートミドル -1 クラス決勝　　　　　　 　       グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：58 〜 15 分 +1 周
❹

新型コロナ感染症対策の最前線で闘っている、
救急隊と医療関係者への感謝と支援のため、
[COVID-19 チャリティー ] 企画を立ち上げ、
Tシャツとステッカーを作りました。
その売り上げの利益分は、日本赤十字社、
日本財団、他に 17万円を寄付しました。
後半戦も引き続きご協力のほど、よろし
くお願いいたします。(MCFAJ制作室：中根秀一 )

● Tシャツは、ポリエステル速乾素材、ジャパンブルーカラー
●ステッカーは直径10cm、変色しにくいUVカットコーティング

COVID-19チャリティー企画のご案内とご報告

Tシャツ+ステッカーセット=3000 円（税込）
丸うちわ+ステッカーセット=500 円（税込）
チャリティーステッカーのみ=300 円（税込）
MCFAJロゴ入り黒マスク=700 円（税込）
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GP	 	 参加：5台	 	 	 	 	
1 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 47 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '22 Y-YZ450F (BS)
2 平塚 豪  ﾋﾗﾂｶ ｺﾞｳ 19 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  K-KX250 
3 大内 健八  ｵｵｳﾁ ｹﾝﾔ 52 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF450R 
5 斉藤 銀汰 (03/13) ｻｲﾄｳ ｷﾞﾝﾀ 20 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '21 Y-YZ250F (DL)
17 鴨田 翔 (03/13) ｶﾓﾀ ｶｹﾙ 20 BLITZ '21 K-KX250 (DL)

SE	 	 参加：18台	 	 	 	 	
1 安孫子 直樹  ｱﾋﾞｺ ﾅｵｷ 31 ISZ Racing '21 H-CRF450R (BS)
11 有賀 亮  ｱﾘｶﾞ ﾘｮｳ 50 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ RC '14 H-CRF250R (BS)
17 浅賀 正  ｱｻｶ ﾀﾀﾞｼ 37 土の子倶楽部 '21 Y-YZ250F (DL)
24 斉藤 秀喜  ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 57 まいっちんぐレーシング '20 H-CRF250R (BS)
36 若松 大地  ﾜｶﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 31 WIN レーシング '18 Y-YZ450F (DL)
51 久保 亨  ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ 53 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '20 S-RMZ250 (DL)
73 工藤 厚 (03/13) ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ 58 ASSY'S '21 K-KX250F (BS)
74 SANTOS MARCIO ｻﾝﾄｽ ﾏﾙｼｵ 47　 MX BRAVES '13 H-CRF250R 
82 村松 貴 (03/13) ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｼ 56 AERIAL Racing Team '18 HQ-FC350 
96 加藤 泰介  ｶﾄｳ ﾀｲｽｹ 20 加藤泰介 .BRC '21 H-CRF450R (BS)
99 FERREiRA ･M･ORLANDO  ﾌｪﾚｲﾗ M･ ｵﾙﾗﾝﾄﾞ　53　JOY  Y-YZ250F 
111 向井 努  ﾑｶｲ ﾂﾄﾑ 53 MR-K 美蔵 with K-cross '21 H-CRF450R (BS)
116 古谷 稔 (03/13) ﾌﾙﾔ ﾐﾉﾙ 56 AERIAL Racing Team '22 H-CRF250R (DL)
117 齋藤 拓夫 (03/13) ｻｲﾄｳ ﾀｸｵ 45 泥んこライダース '22 K-KX250 
196 宮岡 貴之  ﾐﾔｵｶ ﾀｶｼ 42 ハラツヨ☆ワークス '22 H-CRF250R (BS)
227 中根 健  ﾅｶﾈ ﾀｹﾙ 50 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '20 H-CRF250R (BS)
295 星野 健一  ﾎｼﾉ ｹﾝｲﾁ 51 MR-K 美蔵 with K-cross '21 H-CRF450R 
367 吉田 厳太  ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 30 P7 '21 H-CRF450R (BS)

ジーピー／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 11：35 〜 20 分 +1 周
❻

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

チームウェア・ステッカー制作
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GP150	 参加：5台／総合入賞 :	5	位	 	 	
1 大内 健八  ｵｵｳﾁ ｹﾝﾔ 52 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF150R
17 鴨田 翔 (03/13) ｶﾓﾀ ｶｹﾙ 20 BLITZ  K-KX100 (DL)
24 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 47 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '22 Y-YZ85 (BS)
39 平塚 豪  ﾋﾗﾂｶ ｺﾞｳ 19 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  K-KX85
58 名島 玖龍 (03/13) ﾅｼﾞﾏ ｷﾘｭｳ 13 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '21 H-CRF150R 

SE150	 参加：13台／総合入賞 :	6	位	
1 藤田 康高  ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 55 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '19 Y-YZ85 (BS)
2 飯田 益己  ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 57 隼 ROOST  H-CRF150R (BS)
5 斉藤 匡彦  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 51 隼 ROOST '16 H-CRF150R (BS)
6 加藤木 桂  ｶﾄｳｷﾞ ｶﾂﾗ 67 TEAM-M1-RACING '14 H-CRF150R (DL)
27 山本 久基  ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｷ 53 オヤジライダース '22 K-KX112 
37 小泉 俊一郎  ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 56 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
47 高橋 実  ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 46 小田原ﾙｰﾄ１ '21 Y-YZ85 (BS)
64 窪田 忠昭  ｸﾎﾞﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 64 SGM.RACING '07 H-CR85R (BS)
74 川崎 勝人  ｶﾜｻｷ ﾏｻﾄ 40 隼 ROOST  K-KX100 (BS)
91 吉田 桂子  ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺ  ボンネビル RC '22 K-KX112 
100 山崎 進喜  ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｷ 51 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ '18 H-CRF150R (BS)
289 長谷川 祥  ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳ 43 MHP RACE TEAM  Y-YZ85
810 波戸 玲  ﾊﾄ ｱｷﾗ 52 工学院ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ部 '21 K-KX100      (BS) 

ジーピー／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
❽

プレノービス	 参加：1台／入賞 :	40%
N-23 二見 嘉彦  ﾌﾀﾐ ﾖｼﾋｺ 74 小田原ﾙｰﾄ１ '19 H-CRF250R 
セニア70	 参加：2台／入賞 :	1	位    
N-13 山下 和男  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 74 MHP RACE TEAM '21 Y-YZ250F 
N-79 斉藤 城太郎  ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 78 野田ｼ ｭ゙ﾆｱﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ '19 Y-YZ85 (DL)

プレノービス／セニア 70　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 13：18 〜 5 周
❼PRE NOUVICE/SENIA70

午後の練習走行 13：00 〜13：15	 第 7 〜13 レースエントラント対象（希望者）

	 	 	

キッズ走行会 12：01 〜 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。

午前中に開催したレース(E-F1/N-F1/E-M1/N-M1)の表彰式です。

豪華商品の当たる、じゃんけん大会も行います。

午前中レース表彰式 12：25 〜	

昼休み／コース整備	 12：01 〜 12：59 コース整備はキッズ走行会終了後
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E-M2(150)	 参加：7台／入賞 :	2 位	 	 	
28 鍋谷 維章  ﾅﾍﾞﾀﾆ ｺﾚｱｷ 62 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '17 K-KX100 (BS)
33 狩野 祐太  ｶﾉｳ ﾕｳﾀ 27 I.R.T. '22 K-KX85 (BS)
34 中野 亮  ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 42 隼 ROOST '13 H-CRF150R (BS)
45 井上 洋  ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 49 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '21 Y-YZ125 (BS)
46 内間 俊一  ｳﾁﾏ ｼｭﾝｲﾁ 62 MX.BRC（内間俊一）  H-CRF150R (BS)
81 関 賢一郎  ｾｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 55 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '16 H-CRF150R (BS)
88 水嶋 智  ﾐｽﾞｼﾏ ｻﾄｼ 55 TEAM MX JAPAN  K-KX100 (BS)

エキスパート & ノービスミドル -2 クラス決勝　　　　 グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 13：54 〜 12 分 +1 周
❾

N-M2(150)	 参加：6台／入賞 :	2	位   
0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 76 東京アドベンチャー '19 H-CRF150R (BS)
25 川島 應佑  ｶﾜｼﾏ ｵｳｽｹ 13 小田原ﾙｰﾄ１ '15 K-KX85 
34 境 光志  ｻｶｲ ﾐﾂｼ 67 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ＆ﾊﾆｰﾋﾞｰ '18 K-KX100 (BS)
41 大割 勉  ｵｵﾜﾘ ﾂﾄﾑ 54 ボンネビル RC '22 K-KX112 
160 佐藤 真  ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 45 MOTOR HOUSE R・D  H-CRF150R (BS)
727 松永 博史  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 69 ボンネビル RC '20 H-CRF150R 

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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N-F2		 参加：11台／入賞 :	3 位	    
26 中越 公治  ﾅｶｺﾞｴ ｺｳｼﾞ 29 JOY '20 Y-YZ125 
30 河内 慎弥 (03/13) ｶﾜｳﾁ ｼﾝﾔ 49 Motocross 1day Lisence '21 Y-YZ125 (BS)
39 福島 丈士 (03/13) ﾌｸｼﾏ ﾀｹｼ 33 Motocross 1day Lisence '21 K-KX250 (BS)
56 若松 勇一 (03/13) ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 56 WIN レーシング  S-RM250 (BS)
69 佐々木 克彦 (03/13) ｻｻｷ ｶﾂﾋｺ 56 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  Y-YZ125 (DL)
72 森本 彰  ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳ 27 ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ '21 K-KX250 (DL)
90 升方 好男  ﾏｽｶﾀ ﾖｼｵ 47 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF450R (BS)
95 沓沢 征紀  ｸﾂｻﾞﾜ ﾏｻｷ 42 C for Racing '18 KTM-350SXF 
273 北 修  ｷﾀ ｵｻﾑ 64 TEAM 輪生館 2 軍  K-KX250 
318 湯原 修  ﾕﾊﾗ ｵｻﾑ 66 竜ヶ崎レーシング '22 Y-YZ250F 
381 小島 順一  ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 53 ボンネビル RC '19 H-CRF250R (BS)

ノービスフルサイズ -2 クラス決勝 　　         　　 グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：12 〜 10 分 +1 周
❿

E-F2	 	 参加：9台／入賞 :	3	位	 	 	 	
7 榎戸 栄一  ｴﾉｷﾄﾞ ｴｲｲﾁ 58 オヤジライダース '20 Y-YZ250F 
15 池田 均  ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 61 オヤジライダース '20 H-CR250R 
18 及川 賢治  ｵｲｶﾜ ｹﾝｼﾞ 59 MHP RACE TEAM '21 Y-YZ250F (BS)
34 見城 和幸  ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾕｷ 52 ヤマタカレーシング '22 H-CRF250R (BS)
37 小泉 俊一郎  ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 56 TEAM MX JAPAN  K-KX250 (BS)
55 山田 昌伸  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 55 ヤマタカレーシング '20 KTM-125SX (BS)
125 畔蒜 秀享  ｱﾋﾞﾙ ﾋﾃﾞﾀｶ 44 Me&Her Racing '22 Y-YZ125 (BS)
777 DA.SILVA P.GUILHERME  ﾀﾞ ｼﾙｳﾞｧ ﾌﾟﾛｴﾝｶ ｷﾞｴﾙﾒ　28　JOY  H-CRF250R 
800 岸部 恭平  ｷｼﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 28 I.R.T. '20 Y-YZ250F (BS)

エキスパートフルサイズ -2 クラス決勝　　　　　　　   グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：28 〜 15 分 +1 周
⓫
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GP	 	 参加：5台／総合入賞 :	5	位	
1 西 信明  ﾆｼ ﾉﾌﾞｱｷ 47 大磯ﾑｽﾀﾝｸﾞ '22 Y-YZ450F (BS)
2 平塚 豪  ﾋﾗﾂｶ ｺﾞｳ 19 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  K-KX250
3 大内 健八  ｵｵｳﾁ ｹﾝﾔ 52 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF450R
5 斉藤 銀汰 (03/13) ｻｲﾄｳ ｷﾞﾝﾀ 20 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '21 Y-YZ250F (DL)
17 鴨田 翔 (03/13) ｶﾓﾀ ｶｹﾙ 20 BLITZ '21 K-KX250 (DL)

SE	 	 参加：18台／総合入賞 :	6	位	 	
1 安孫子 直樹  ｱﾋﾞｺ ﾅｵｷ 31 ISZ Racing '21 H-CRF450R (BS)
11 有賀 亮  ｱﾘｶﾞ ﾘｮｳ 50 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ RC '14 H-CRF250R (BS)
17 浅賀 正  ｱｻｶ ﾀﾀﾞｼ 37 土の子倶楽部 '21 Y-YZ250F (DL)
24 斉藤 秀喜  ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 57 まいっちんぐレーシング '20 H-CRF250R (BS)
36 若松 大地  ﾜｶﾏﾂ ﾀﾞｲﾁ 31 WIN レーシング '18 Y-YZ450F (DL)
51 久保 亨  ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ 53 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '20 S-RMZ250 (DL)
73 工藤 厚 (03/13) ｸﾄﾞｳ ｱﾂｼ 58 ASSY'S '21 K-KX250F (BS)
74 SANTOS MARCIO ｻﾝﾄｽ ﾏﾙｼｵ 47　 MX BRAVES '13 H-CRF250R 
82 村松 貴 (03/13) ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｼ 56 AERIAL Racing Team '18 HQ-FC350 
96 加藤 泰介  ｶﾄｳ ﾀｲｽｹ 20 加藤泰介 .BRC '21 H-CRF450R (BS)
99 FERREiRA ･M･ORLANDO  ﾌｪﾚｲﾗ M･ ｵﾙﾗﾝﾄﾞ　53　JOY  Y-YZ250F 
111 向井 努  ﾑｶｲ ﾂﾄﾑ 53 MR-K 美蔵 with K-cross '21 H-CRF450R (BS)
116 古谷 稔 (03/13) ﾌﾙﾔ ﾐﾉﾙ 56 AERIAL Racing Team '22 H-CRF250R (DL)
117 齋藤 拓夫 (03/13) ｻｲﾄｳ ﾀｸｵ 45 泥んこライダース '22 K-KX250 
196 宮岡 貴之  ﾐﾔｵｶ ﾀｶｼ 42 ハラツヨ☆ワークス '22 H-CRF250R (BS)
227 中根 健  ﾅｶﾈ ﾀｹﾙ 50 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ '20 H-CRF250R (BS)
295 星野 健一  ﾎｼﾉ ｹﾝｲﾁ 51 MR-K 美蔵 with K-cross '21 H-CRF450R 
367 吉田 厳太  ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 30 P7 '21 H-CRF450R (BS)

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 14：49 〜 20 分 +1 周
⓬

午後に開催した⑦〜⑫レースの表彰式です。
入賞した方は全員、表彰台の近くまでお越しください。

午後のレース表彰式 15：20 〜
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