
　平成２2 年 10 月 31 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／フリー走行
 　　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 〜 08：09  サイドカー F Ⅰ (6)/F Ⅱ (3)
 ②　07：59 までに集合 08：14 〜 08：23  GP-E125(4)/GP-N125(6)/2&4(10)/ オーバーハーフ (3)/NP150(4)
 ③　08：13 までに集合 08：28 〜 08：37  E アンリミテッド (6)/ N アンリミテッド (5)
 ④　08：27 までに集合 08：42 〜 08：51 EP600(4)/NP600(8)/C.S.T.T.(5)
 ⑤　08：41 までに集合 08：56 〜 09：05 MAX-7 水冷 (16)・空冷 (4)
 ⑥　08：55 までに集合 09：10 〜 09：19 Super MAX(14)/MAX4(19)
 ⑦　09：09 までに集合 09：24 〜 09：33 MAX10- Ⅱ A(4)・Ⅱ B(9)/MAX15(4)
 ⑧　09：23 までに集合 09：38 〜 09：47 C.O.T.T.-250(1)・125(20)・90(12) 
 ⑨　09：37 までに集合 09：52 〜 10：01 MAX10-ⅠエンスーA(5)・B(3)/MAX10-Ⅰシャフターズ(12)
 ⑩　09：51 までに集合 10：06 〜 10：15 SM80's-A(6)・B(4)/OV40-GP(5)・SE(7)/NEO-Ⅰ(1)・Ⅱ(3)・Ⅲ(5)
 ⑪　10：05 までに集合 10：20 〜 10：29 T.T.50-2st.GP(4)・ドリーム 50(2)・エイプオープン (2)/C.O.T.T.50(10) 
    L.O.C.= ウルトラライトウェイト (3)・ライトウェイトA(8)・B(4)
 ⑫　10：19 までに集合 10：34 〜 10：43  L.O.C.= ジュニア A(7)・B(2)/ セニア A(5)・B(2)/
   ヘビーウェイト A(4)・B(5)/ ヘビーウェイトオープン B(8)
 ⑬　10：33 までに集合 10：48 〜 10：57 C.S.S.C.-OPEN(3)・883(1)/L.O.C. =PRE1950(2)/
   A.V.C.C.=MDF-A(7)・B(8)/STOCK-A(3)・B(7)
◆リタイヤ引き上げ（15 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　10：42 までに集合 11：12 〜 11：22 8 周 GP-E125/GP-N125/2&4/ オーバーハーフ /NP150
 ②　11：03 までに集合 11：32 〜 11：42 8 周  E アンリミテッド / N アンリミテッド
 ③　11：24 までに集合 11：52 〜 12：02 8 周  EP600/NP600/C.S.T.T. 
 ④　11：46 までに集合 12：12 〜 12：22 8 周  MAX-7 水冷・空冷  
 ⑤　12：05 までに集合 12：32 〜 12：42 8 周  Super MAX/MAX4 
◆リタイヤ引き上げ（25 分）
 ⑥　12：40 までに集合 01：07 〜 01：17 8 周  MAX10- Ⅱ A・Ⅱ B/MAX15
 ⑦　01：00 までに集合 01：27 〜 01：36 6 周  C.O.T.T.250・125・90
 ⑧　01：19 までに集合 01：46 〜 01：56 8 周  MAX10- Ⅰエンスー・シャフターズ
 ⑨　01：39 までに集合 02：06 〜 02：16 6 周  SM80's-A・B/OV40-GP・SE/NEO- Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
 ⑩　01：59 までに集合 02：26 〜 02：36 7 周  サイドカー F Ⅰ /F Ⅱ
◆リタイヤ引き上げ（25 分）
 ⑪　02：36 までに集合 03：01 〜 03：10 6 周  T.T.50-2st.GP・ドリーム50・エイプオープン/C.O.T.T.50
     L.O.C.= ウルトラライトウェイト / ライトウェイト A・B
 ⑫　02：53 までに集合 03：20 〜 03：29 6 周  L.O.C.= ジュニア A・B/ セニア A・B/
     ヘビーウェイト A・B/ ヘビーウェイトオープン B
 ⑬　03：12 までに集合 03：39 〜 03：48 6 周  C.S.S.C.-OPEN・883/L.O.C.=PRE1950/
     A.V.C.C.=MDF-A・B/STOCK-A・B

※上記スケジュールは変更の場合もあります。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。
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MCFAJ=175 台

MAX10=90 台

L.O.C.  =50 台

総出走台数 =315 台

(2010.10.26 現在 )



No. 名前 クラブ名 車両名 

サイドカー F Ⅰ /F Ⅱ
タイムアタック① 8：00 〜 決勝⑩スタート 02：26 〜／周回数：7 周 

サイドカー F Ⅰ  参加：6 台／入賞 2 位    
5 吉野 晴夫 (DRI)  ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 50 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｱﾚｸﾞﾘｯﾄ '92 LCR-HONDA 
 辻 崇 (PAS)  ﾂｼﾞ ﾀｶｼ 38 ﾚｲｸｽ SUWA   

6 原口 修 (DRI)  ﾊﾗｸﾞﾁ ｵｻﾑ 54 Rising Sun Racing '90 LCR ﾚﾄﾛ -R1 
 相澤 裕之 (PAS)  ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 29 Rising Sun Racing   

7 小林 茂雄 (DRI)  ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾞｵ 48 RT KOBA and TOSHI.BRC '90 WINDLE-ZZR 
 中山 敏人 (PAS)  ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾋﾄ 45 RT KOBA and TOSHI.BRC   

8 中川 穣二 (DRI)  ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ 51 Rising Sun Racing '88 WINDLE-R1 
 日比野 千春 (PAS) ﾋﾋﾞﾉ ﾁﾊﾙ  Rising Sun Racing   

9 粕谷 悦次 (DRI)  ｶｽﾔ ｴﾂｼﾞ 53 Team 赤蜻蛉 '01 LCR-GSXR1100 
 大木 秀高 (PAS)  ｵｵｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 46 Team 赤蜻蛉   

24 手塚 潤 (DRI)  ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝ 41 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｱﾚｸﾞﾘｯﾄ '91 LCR-ADM 
 清水 肇 (PAS)  ｼﾐｽﾞ ﾊｼﾞﾒ 36 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｱﾚｸﾞﾘｯﾄ   

サイドカー F Ⅱ  参加：3 台／入賞 1 位    
3 清野 正光 (DRI)  ｾｲﾉ ﾏｻﾐﾂ 54 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  YZF-KZ750 
 阿島 高昭 (PAS)  ｱｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 33 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ   

11 千村 仁一郎 (DRI)  ﾁﾑﾗ ｼﾞﾝｲﾁﾛｳ 41 Rising Sun Racing '86 MGF-RS 
 森田 博一 (PAS)  ﾓﾘﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 36 Rising Sun Racing   

66 渡辺 正人 (DRI)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 46 Rising Sun Racing '07 LCR-F2-KUMANO 
 安田 武司 (PAS)  ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 31 Rising Sun Racing   

＜協賛スポンサー各社様＞
KAWASAKI-カワサキモータースジャパン㈱／（財）JKAオートレース事業所／ARAI- ㈱アライヘルメット／ RS-TAICHI-
㈱アールエスタイチ／OMEGA- ㈱アクトトレーディング／ WESTWOOD- ㈱ウエストウッド井原商会／KUSHITANI-クシタニ熊谷店／
DUNLOP-ダンロップ･ファルケンタイヤ㈱／MOTUL- テクノイル・ジャポン㈱／ ELF-トタル･ルブリカンツ･ジャパン㈱／
MICHELIN-日本ミシュランタイヤ㈱／㈱パールイズミ／ PIRELLI-ピレリ･ジャパン㈱／ BRIDGESTONE- ㈱ブリヂストン／
ALL SPORTS COMMUNITY- ㈱フォトクリエイト／ WAKO'S- ㈱和光ケミカル／ MICROLON- ㈱協和協和興材／
㈲オサダモータース／ ESSO-エッソ関町SS／他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　順不同
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

GP-E125 ／ GP-N125 ／ 2&4 ／オーバーハーフ／ NP150
タイムアタック② 8：14 〜 決勝①スタート 11：12 〜／周回数：8 周 

GP-E125  参加：4 台／入賞 : 1 位    
1 山本 清孝  ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 54 TEAM WIN-JACK '95 H-RS125R (BS)
2 佐野 浩一  ｻﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 48 新撰組 .BRC '02 H-RS125R (DL)
5 岡田 伸幸  ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 43 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '98 H-RS125R (BS)
8 鈴木 直樹  ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 38 Team SMOKY.BRC '10 H-RS125R (DL)

GP-N125  参加：6 台／入賞 : 2 位    
22 小川 修二  ｵｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 41 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ☆ＡＲＣ '97 H-RS125R (BS)
23 越猪 友美子  ｵｵｲ ﾕﾐｺ  ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '95 H-RS125R (BS)
28 後藤 直明 (10/31) ｺﾞﾄｳ ﾅｵｱｷ 24 Team Special Thanks '08 H-RS125R (BS)
44 神澤 一樹 (10/31) ｶﾝｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 34 Fine RACING & GEN's '10 H-RS125R (BS)
71 富田 啓之 (10/31) ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ 37 RR-1Day-Lisence '02 H-RS125R (BS)
74 山崎 武司 (10/31) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 45 RR-1Day-Lisence '95 Y-TZ125 (DL)

2&4   参加：10 台／入賞 : 3 位    
19 内山 泰 (10/31) ｳﾁﾔﾏ ﾔｽｼ 40 RR ﾜﾝﾃﾞｰﾗｲｾﾝｽ '04 H-CR85 (BS)
35 藤巻 光 (10/31) ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 37 ﾊﾟﾜｰﾊﾟｲﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞ  H-CHEVALLIER 841 (BS)
38 小林 健司  ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 39 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ '08 TH-CBR150R 
39 前田 義生  ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｵ 44 Scuderiainc.com '97 H-Rev.3 (BS)
40 黒米 晃一 (10/31) ｺｸﾏｲ ｺｳｲﾁ 37 ﾊﾟﾜｰﾊﾟｲﾌﾟ '90 H-CR85 (BS)
41 阿部 明  ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 40 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '90 H-RS85 (BS)
46 久米 治彦 (10/31) ｸﾒ ﾊﾙﾋｺ 39 RR-1Day-Lisence '02 H-F85 
47 斉藤 孝弘  ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 44 NOGARO RACING '00 PP-ecar150 (BS)
48 伊藤 靖史 (10/31) ｲﾄｳ ﾔｽｼ 44 RR ﾜﾝﾃﾞｰﾗｲｾﾝｽ '94 H-RS125+CR83 (BS)
77 小寺 寛之  ｺﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 24 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '91 H-CRS85 (BS)

オーバーハーフセンチュリー  参加：3 台／入賞 : 1 位    
20 村尾 厚志 (10/31) ﾑﾗｵ ｱﾂｼ 53 T.K.D  H-CBR150RS (BS)
34 斉藤 一男 (10/31) ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 55 T.K.D,NOGARO ﾚｰｼﾝｸﾞ '94 H-CBR150RS (BS)
43 石川 裕司  ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 59 NOGARO RACING '97 PP-PNX-85R (BS)

NP150  参加：4 台／入賞 : 1 位    
36 玉置 恭朗  ﾀﾏｷ ﾔｽﾛｳ 45 R.F.Team Jun & RS ｶﾀｸﾗ '08 H-CBR150R (BS)
37 大野 博敏  ｵｵﾉ ﾋﾛﾄｼ 63 NOGARO RACING '08 SS-ISHII-02W (BS)
58 井出 章博  ｲﾃﾞ ｱｷﾋﾛ 39 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR150R (BS)
64 田中 賢一  ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 42 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ  H-CBR150R (BS)

※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

賞典は決勝結果発表後、約 30 分後にお渡しできます
入賞者はお早めにお受けとりください。代理の方でも結構ですので大会本部までお越しください。

★大会本部は PM5:00 で撤収いたします★
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

E プロダクション 600 ／ N プロダクション 600 ／ C.S.T.T.

E モンスターアンリミテッド／ N モンスターアンリミテッド

タイムアタック④ 8：42 〜 決勝③スタート 11：52 〜／周回数：8 周 

タイムアタック③ 8：28 〜 決勝②スタート 11：32 〜／周回数：8 周 

E プロダクション 600  参加：4 台／入賞 : 1 位    
3 飯尾 和義  ｲｲｵ ｶｽﾞﾖｼ 41 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '07 Y-YZF-R6 (BS)
11 小沢 勝彦  ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 45 ﾚｲｸｽ SUWA '06 H-CBR600RR (PI)
18 鈴木 隆  ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 44 R.F.Team Jun & RS ｶﾀｸﾗ '03 Y-YZF-R6 (BS)
32 大西 智  ｵｵﾆｼ ｻﾄﾙ 35 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 100R.BRC '07 K-ZX-6R (PI)

N プロダクション 600  参加：8 台／入賞 : 2 位    
35 小泉 佑太郎  ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 23 RT Remotion.BRC '08 H-CBR600RR (PI)
36 冨山 卓  ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 38 TEAM ZAMAER'S.BRC '06 K-ZX-6RR (BS)
37 根本 直樹  ﾈﾓﾄ ﾅｵｷ 32 Team ﾄﾗｽﾄ .BRC '07 H-CBR600RR (BS)
63 宮崎 大  ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲ 33 津久井オート '08 H-CBR600RR (BS)
89 小林 健太 (10/31) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 21 MRT& ｸｰﾙｽ '08 K-ZX-6R (MI)
91 矢内 英樹 (10/31) ﾔｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 37 NIHAN 2 Racing '01 DUCATI-748R (BS)
115 綾部 祐太  ｱﾔﾍﾞ ﾕｳﾀ 25 RACING TEAM GET SET.BRC '08 H-CBR600RR (PI)
171 君島 順 (10/31) ｷﾐｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 38 RR-1Day-Lisence '99 Y-YZF-R6 (DL)

CSTT  参加：5 台／入賞 : 2 位    
17 黒木 竜馬  ｸﾛｷ ﾘｮｳﾏ 33 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '00 H-VTR1000SP-1 (BS)
28 近藤 薫  ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾙ 47 REAL FLAT&INTERVAL '92 BMW-R100R (PI)
29 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 44 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '00 H-VTR1000SP1 (BS)
96 大谷 信二  ｵｵﾀﾆ ｼﾝｼﾞ 43 ｼｮｯﾍﾟｰﾅﾚｰｼﾝｸﾞ．BRC '07 BMW-R1200R (MI)
136 岡部 直樹 (10/31) ｵｶﾍﾞ ﾅｵｷ 44 RR-1Day-Lisence '00 H-VTR1000SP-1 (BS)

Eモンスターアンリミテッド  参加：6 台／入賞 : 2 位    
1 久保 時彦  ｸﾎﾞ ﾄｷﾋｺ 58 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '06 Y-YZF-R1 (PI)
4 飯倉 利行  ｲｲｸﾗ ﾄｼﾕｷ 51 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '06 H-CBR1000RR (BS)
6 岩月 純也  ｲﾜﾂｷ ｼﾞｭﾝﾔ 33 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '00 DUCATI-998R (BS)
9 高原 昌幸  ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 40 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ + ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ '09 Y-YZF-R1 (DL)
10 吉野 倫夫  ﾖｼﾉ ﾐﾁｵ 44 RT Remotion.BRC '08 H-CBR1000RR (BS)
20 相川 亨  ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ 45 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ☆ ARC '04 H-CBR1000RR 

Nモンスターアンリミテッド  参加：5 台／入賞 : 2 位    
41 本吉 亮  ﾓﾄﾖｼ ﾘｮｳ 39 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ + 関東ｴｷｽﾌﾟﾚｽ '95 Y-YZF750 (DL)
70 伊藤 厚生  ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 61 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ '05 H-CBR1000RR (BS)
84 枝光 亮英 (10/31) ｴﾀﾞﾐﾂ ｱｷﾋﾃﾞ 43 RR-1Day-Lisence '07 S-GSX-R750 (DL)
94 水津 英彦 (10/31) ｽｲﾂﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 45 Team PRIZE '08 Y-YZF-R1 (DL)
110 武村 誠  ﾀｹﾑﾗ ﾏｺﾄ 37 ﾘﾘｶ AMENA '09 Y-YZF-R1 (DL)
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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／ (ME) メッツェラー／（AV）エイボン

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名  タイヤ

MAX10 Group [MAX7 水冷・空冷 ]
タイムアタック⑤ 8：56 〜 決勝④スタート 12：12 〜／周回数：8 周 

MAX7- 水冷  参加：16 台／入賞 : 5 位    
5 江本 陸  ｴﾓﾄ ﾘｸ 54 ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ  TRIUMPH- ﾃﾞｲﾄﾅ 675 (PI)
7 営業本部長  ｳｽｲ ﾋｻｵ 59 Team Max10  DUACTI-S4SPL (DL)
8 企画部長  ｻｵﾄﾒ ｺｳｲﾁ 55 Team Max10  DUACTI-998S (DL)
9 角田 大典  ﾂﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 51 ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ  TRIUMPH- ﾃﾞｲﾄﾅ 675 (PI)
21 井上 浩伸  ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾌﾞ 36 Deluxe & NITRON  DUCATI-748R (ME)
22 土屋 正章  ﾂﾁﾔ ﾏｻｱｷ 32 フィギュア・４・レッグ・ロック  ｱﾌﾟﾘﾘｱ RSV1000R (BS)
30 森 俊明  ﾓﾘ ﾄｼｱｷ 54 ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ ･ ﾔｼﾞﾏ RT  ﾄﾗｲｱﾝﾌ 675 ﾄﾘﾌﾟﾙ (PI)
35 樫村 康彦  ｶｼﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 42 ｽﾄﾗﾄｽ  DUCATI-916 (BS)
38 東 和人  ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ 54 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ　A  DUCATI-996SPS (BS)
41 坂井 貴一  ｻｶｲ ﾀｶｶｽﾞ 22 津久井オート  DUACTI-749R (BS)
49 津田 剛志  ﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 31 DETO RACING FACTORY  DUACTI-1198 (PI)
50 毛利 眞大  ﾓｳﾘ ﾐﾁﾋﾛ 41 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ  DUACTI-996SPS (BS)
63 RYOMAX  ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 36 GYRO RACING  DUCATI-955M (BS)
66 桝井 宗一朗  ﾏｽｲ ｿｳｲﾁﾛｳ 42 ｴﾑｱﾝﾄﾞｴｰ設計工房 &3/4  DUCATI-998 (PI)
69 玉井 信介  ﾀﾏｲ ｼﾝｽｹ 43 DETO & ｶﾈﾊﾞﾝ  ｱﾌﾟﾘﾘｱ -RSV4 (BS)
105 澤田 真也  ｻﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 42 万福丸Ｒ＆Ｒ  KTM-690Duke (PI)

MAX7- 空冷  参加：4 台／入賞 : 1 位    
10 山崎 均  ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ 42 ﾓｰﾀｰプロダクト ﾔｼﾞﾏ  DUACTI-900SL (MI)
33 渡辺 慎一郎  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 37 DUCK SPEED.BRC  DUACTI-900SS (PI)
53 磯山 和幸  ｲｿﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 54 TEAM POINT-UP  DUCATI-M900 (PI)
65 小林 健  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 27 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟとﾌﾘｭｯｹﾞ  DUACTI-M900 (PI)

MAX 関係者は VIP ルームにて表彰式を行います
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

MAX10 Group [Super MAX/MAX4]
タイムアタック⑥ 9：10 〜 決勝⑤スタート 12：32 〜／周回数：8 周 

Super-MAX  参加：14 台／入賞 : 4 位    
1 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 40 ﾓﾄ ｽﾄﾚｯﾀ  DUCATI-999R 
3 矢嶋 幸夫  ﾔｼﾞﾏ ｻﾁｵ 41 MP ﾔｼﾞﾏ  DUCATI-1198S (DL)
19 樋口 健二  ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 40 MAX10group&WTS  DUCATI-999S (DL)
31 天沼 芳仁  ｱﾏﾇﾏ ﾖｼﾋﾄ 33 ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ & ﾔｼﾞﾏ RT&NABE  ﾄﾗｲｱﾝﾌﾃﾞｲﾄﾅ　675 (PI)
32 田中 俊康  ﾀﾅｶ ﾄｼﾔｽ 37 ﾓﾄ ｽﾄﾚｯﾀ  DUCATI-S4RS (PI)
34 野中 秀樹  ﾉﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 42 Team3/4  DUCATI-998S 
39 辻林 俊之  ﾂｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 43 ﾁｰﾑ・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ  DUCATI-999 (DL)
48 掛江 裕二  ｶｹｴ ﾕｳｼﾞ 41 TEAM ☆ STRADA  MV-F4-1000 (MI)
68 森 正和  ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 40 ﾄﾗｱﾝﾌ市川 &mbMOTO  ﾄﾗｲｱﾝﾌﾃﾞｲﾄﾅ 675 (PI)
73 藤井 裕也  ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 32 ＤＧカンパニー  ｱﾌﾟﾘﾘｱ RSV4 (PI)
81 塩川 栄二  ｼｵｶﾜ ｴｲｼﾞ 38 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT  ゲッツィ & ブリアン (ME)
91 岡澤 宣昭  ｵｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 38 ｽﾄﾗﾄｽ  DUCATI-998S (MI)
94 名越 公一  ﾅｺﾞﾔ ｺｳｲﾁ 53 ﾁｰﾑ ･ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ  DUCATI-998 (DL)
96 舟木 弘之  ﾌﾅｷ ﾋﾛﾕｷ 43 TFD & Hirano  DUCATI-916 (DL)

MAX4  参加：19 台／入賞 : 6 位    
4 木下 承宰  ｷﾉｼﾀ ｵｻﾑ 43 Team 3/4  DUCATI-748R (ME)
6 堀 弘幸  ﾎﾘ ﾋﾛﾕｷ 44 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ  DUCATI-998S 
13 Jeff Mccrealy  ｼﾞｪﾌ ﾏｯｸﾚｱﾘｰ 33 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ  DUCATI-1098 (BS)
14 相川 幸一  ｱｲｶﾜ ｺｳｲﾁ 38 DGW  ｱﾌﾟﾘﾘｱ RSV4 ﾌｧｸﾄﾘｰ (ME)
24 定別當 毅  ｼﾞｮｳﾍﾞﾂﾄｳ ﾀｹｼ 42 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟとﾌﾘｭｯｹﾞ  DUCATI-MH900e (PI)
25 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 43 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ  DUCATI-1098S (BS)
42 高橋 徹  ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 39 モトストレッタ  DUCATI-ST4S (BS)
44 小椋 崇  ｵｸﾞﾗ ﾀｶｼ 42 D.G.W-FL ﾚｰｼﾝｸﾞ  アプリリア RSV- ﾐﾚ (PI)
47 磯ヶ谷 英樹  ｲｿｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｷ 42 TEAM ☆ STRADA  MV-F4-1000AGO (PI)
56 高原 崇  ﾀｶﾊﾗ ﾀｶｼ 39 TEAM 56 design RACING  DUCATI-1198S (PI)
59 清水 誠  ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 49 ﾃﾝﾀｸﾙｽﾞ &AMSOIL Racing  DUCATI-MHR ﾐﾚ (PI)
60 大村 淳  ｵｵﾑﾗ ｱﾂｼ 42 ｽﾄﾗﾄｽ & Team Max10  DUCATI-S4 (DL)
61 池田 康司  ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 42 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟ＆ﾌﾘｭｯｹﾞ  DUACTI-M900 (PI)
64 水村 章  ﾐｽﾞﾑﾗ ｱｷﾗ 52 ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ & ﾔｼﾞﾏ RT  DUCATI-999R (PI)
67 橋本 智  ﾊｼﾓﾄ ｻﾄﾙ 43 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟとﾌﾘｭｯｹﾞ  BMW-R1100S (PI)
80 氏家 康典  ｳｼﾞｲｴ ﾔｽﾉﾘ 34 REAL MONKEY  DUACTI-996 (PI)
87 長谷川 元  ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 37 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟとﾌﾘｭｯｹﾞ  DUACTI-MH900e (PI)
103 岡田 正弘  ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 44 Desmo Famiglia  DUCATI-1000SS (PI)
111 西田 敏郎  ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾛｳ 43 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟとﾌﾘｭｯｹﾞ  DUCATI-SS750 (PI)

※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
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

MAX10 Group [MAX10- Ⅱ A・Ⅱ B/MAX15]
タイムアタック⑦ 9：24 〜 決勝⑥スタート 1：07 〜／周回数：8 周 

MAX10- Ⅱ A  参加：4 台／入賞 : 1 位    
40 神田 有士  ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 33 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT  MOTO GUZZI-1000SPORT (PI)
57 田村 仁志  ﾀﾑﾗ ｻﾄｼ 40 MP ﾔｼﾞﾏﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ  DUCATI-M900 (DL)
93 佐川 健太郎  ｻｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 46 ﾄﾗｲｱﾝﾌ市川 &RA 東京 RT  THRUXTON (DL)
102 高野 浩二  ﾀｶﾉ ｺｳｼﾞ 35 ﾁｰﾑｺｸﾎﾞ & ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ  BUELL-XB12SS (PI)

MAX10- Ⅱ B  参加：9 台／入賞 : 3 位    
26 野村 藤樹  ﾉﾑﾗ ﾌｼﾞｷ 33 MOTO CORSE  MV-BRUTALE910R (PI)
27 吉田 一也  ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 49 DETO Racing Factory  DUACTI-748 (BS)
51 尾崎 賢次  ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 48 モトストレッタ  MV AGSTA-F4 (BS)
52 岡田 英典  ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 40 舟渡ﾚｰｼﾝｸﾞ  ﾄﾗｲｱﾝﾌ ﾃﾞｲﾄﾅ 675 (PI)
58 藤元 正博  ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 57 TIO 競技車両部  ﾍﾞﾙｶﾞﾙﾀﾞ ﾔﾏﾊ SZ660 (DL)
62 金田 隆之  ｶﾈﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 45 GYRO  DUCATI-916SPS (BS)
70 内藤 操  ﾅｲﾄｳ ﾐｻｵ 40 ｵﾚﾝｼﾞﾜｰｸｽ & RPL  DUCATI-748SPS (PI)
79 佐藤 公紀  ｻﾄｳ ｷﾐﾉﾘ 44 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ &RTI The SARU  DUACTI-749R (BS)
97 傳田 成文  ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾅﾘﾌﾐ 47 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ  DUCATI-ST2 (BS)

MAX15  参加：4 台／入賞 : 1 位    
17 長田 昭一  ｵｻﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 70 ﾁｰﾑ オサダ  DUCATI-HIPER (PI)
82 町田 剛  ﾏﾁﾀﾞ ｺﾞｳ 40 DUCK SPEED  DUCATI-HIPER (PI)
100 藤森 智久  ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾋｻ 45 MAX10  DUCATI-SS900 (PI)
104 大川 篤彦  ｵｵｶﾜ ｱﾂﾋｺ 26 MAX10  BUELL-XB9R (PI)

MAX 関係者は VIP ルームにて表彰式を行います



No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 車両名 タイヤ

C.O.T.T.-250・125・90
タイムアタック⑧ 9：38 〜 決勝⑦スタート 1：27 〜／周回数：6 周 

COTT-250  参加：1 台／賞典外    
85 齋藤 敏昭  ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 54 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ '77 Y-TZ350 (DL)

COTT-125  参加：20 台／入賞 : 6 位    
4 小林 一馬  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 43 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '73 H-CR125M (BS)
5 岡野 文雄  ｵｶﾉ ﾌﾐｵ 68 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '73 Y-MX125 (BS)
6 有澤 弘幸  ｱﾘｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 64 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 H-CB125JX (BS)
7 小林 赳夫  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｵ 63 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '76 H-MTR125 (BS)
12 川島 福司  ｶﾜｼﾏ ﾌｸｼﾞ 49 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '73 Y-TA125 
17 大久保 憲男  ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘｵ 62 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '79 Y-YZ125 (BS)
19 星田 孝  ﾎｼﾀﾞ ﾀｶｼ 41 厚木ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ '79 Y-YZ125 (BS)
22 田口 勝雄  ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 61 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 44 東山クラブ '72 S-GT125 
28 石原 大嗣  ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 32 Ozy&GOOD SPEED '75 H-CB125JX (BS)
29 岡 徹郎  ｵｶ ﾃﾂﾛｳ 61 ﾁｰﾑ 永楽 &996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾚｰﾂ '75 H-CB125JX (BS)
31 多田出 武  ﾀﾀﾞｲﾃﾞ ﾀｹｼ 36 東山クラブ '80 Y-YZ125 (BS)
32 中村 和博  ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 43 厚木ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ '73 H-CR125M (DL)
34 安田 義彦  ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 54 東山クラブ '78 Y-YZ125 (BS)
36 清水 弘裕  ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔｽ 66 チーム・パールイズミ '78 H-MTR125R (BS)
65（賞典外）日原 恵  ﾋﾊﾗ ｻﾄｼ 65 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '87 H-RS125 (DL)
86 鴨志田 英樹  ｶﾓｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 47 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ '78 H-XL125S (DL)
87 村田 博  ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 69 Ozy&GOOD SPEED '73 Y-TA125 (BS)
94 山下 和昭  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 43 厚木ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ '79 H-RS125RW (BS)
185 野坂 嘉明  ﾉｻｶ ﾖｼｱｷ 55 ﾁｰﾑ 永楽 &996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾚｰﾂ '76 H-CB125JX (BS)

COTT-90  参加：12 台／入賞 : 4 位    
1 金井 朝男  ｶﾅｲ ｱｻｵ 67 BS.M.C '64 BS-90 (BS)
8 藤澤 英一  ﾌｼﾞｻﾜ ｴｲｲﾁ 62 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '74 Y-RD90 (BS)
9 秋山 富治  ｱｷﾔﾏ ﾄﾐﾊﾙ 57 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 Y-HT-90 (BS)
21 福田 将人 (10/31) ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄ 37 パールイズミ・ヤジマ RT '77 H-CB50 改 (BS)
35 奥津 靖良  ｵｸﾂ ﾔｽﾖｼ 62 日大 MC & 明治 MCC '79 Y-YZ80 (BS)
38 丹治 寿男  ﾀﾝｼﾞ ﾋｻｵ 59 ﾁｰﾑ 永楽 '72 Y-HT- Ⅱ (BS)
39 鈴木 俊彦  ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 57 ﾐｸﾛﾓﾄﾘｸﾗﾌﾞ '78 Y-HT90 (BS)
70 古田 孝太郎  ﾌﾙﾀ ｺｳﾀﾛｳ 40 BS.M.C '64 BS-90 (BS)
73 浜 元司  ﾊﾏ ﾓﾄｼﾞ 55 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ '80 H-CB50 改 (BS)
75 平野 明  ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 48 BS.M.C '64 BS-EA-1 (BS)
88 畠山 修一 (10/31) ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 50 ﾀｰﾄﾙﾗｲﾀﾞｰｽ札幌 '74 K-90SS (BS)
91 坂井 輝雄 (10/31) ｻｶｲ ﾃﾙｵ 61 ﾀｰﾄﾙﾗｲﾀﾞｰｽ札幌 '73 H-CB90 (BS)

※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

COTT は MCFAJ 大会事務局で表彰式を行います
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 車両名  タイヤ

MAX10 Group [MAX10- Ⅰエンスー A・B/MAX10- Ⅰシャフターズ ]
タイムアタック⑨ 9：52 〜 決勝⑧スタート 1：46 〜／周回数：8 周 

MAX10- Ⅰ -enthuse-A 参加：5 台／入賞 : 2 位    
1 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 40 ﾓﾄ ｽﾄﾚｯﾀ  OVER-OV10A 
8 五月女 孝一  ｻｵﾄﾒ ｺｳｲﾁ 55 Team MAX10  DUACTI-SL650 (DL)
19 樋口 健二  ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 40 Team Max & ｽﾄﾗﾄｽ  DUCATI-F1 (DL)
20 鎌田 克哉  ｶﾏﾀﾞ ｶﾂﾔ 35 REAL MONKEY  DUCATI-F1 (PI)
29 並木 弘  ﾅﾐｷ ﾋﾛｼ 46 Narmy ★ R ★  DUCATI-F3 改 (PI)

MAX10- Ⅰ -enthuse-B 参加：3 台／入賞 : 1 位    
12 堀江 勢一  ﾎﾘｴ ｾｲｲﾁ 44 BRT  DUCATI-MHR (MI)
89 鵜澤 守雄  ｳｻﾞﾜ ﾓﾘｵ 48 ｽﾄﾗﾄｽ  DUCATI-900SS (BS)
90（賞典外）喜多田 学  ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 37 ｽﾄﾗﾄｽ  DUCATI-900SS (BS)

MAX10- Ⅰ shafter's 参加：12 台／入賞 : 4 位    
28 西岡 健  ﾆｼｵｶ ﾀｹｼ 38 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT  ﾏｰﾆ　Aruturo (BS)
36 小泉 芳実  ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾐ 58 DUCK SPEED  KRASER MKM-1000 (PI)
43 宮森 公史朗  ﾐﾔﾓﾘ ｺｳｼﾛｳ 33 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ  BMW-R100GS PD (DL)
46 中嶋 志朗  ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾛｳ 37 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ  BMW-R80 (PI)
72 鈴木 将昭  ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 36 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ  BMW-R50/5 (BS)
83 土屋 匡史  ﾂﾁﾔ ﾏｻｼ 34 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ  BMW-R65 (BS)
87 長谷川 元  ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 37 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟとﾌﾘｭｯｹﾞ  BMW-R80 (BS)
88 牧野 徹史  ﾏｷﾉ ﾃﾂｼ 43 ﾘﾄﾓ ･ ｾﾚｰﾉ  BMW-R100RS (BS)
111 西田 敏郎  ﾆｼﾀﾞ ﾄｼﾛｳ 43 ｽﾀﾝﾎｰﾌﾟとﾌﾘｭｯｹﾞ  BMW-R100S (BS)
145 長司 光正  ﾁｮｳｼﾞ ﾐﾂﾏｻ 46 ﾓﾄ・ﾗﾎﾞﾛ RT  MOTO GUZZI-V7 ｽﾎﾟﾙﾄ 
153 神宮司 忠男  ｼﾞﾝｸﾞｳｼ ﾀﾀﾞｵ 62 ﾓﾄ・ﾗﾎﾞﾛ RT  MOTO GUZZI-V7 ｽﾎﾟｰﾂ 
315 川嶋 治彦  ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾋｺ 51 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ  BMW-R75/5 (MI)

MAX 関係者は VIP ルームにて表彰式を行います
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

スーパーモンスター 80's-A・B/OV40-GP・セニア
クラブマン NEO プロダクション - Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
タイムアタック⑩ 10：06 〜 決勝⑨スタート 2：06 〜／周回数：6 周

スーパーモンスター 80's(A) 参加：6 台／入賞 : 2 位    
49 渡辺 満  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 48 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '81 H-CB750F 
50 永田 光則  ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂﾉﾘ 47 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '80 K-Z1000MK- Ⅱ (DL)
86 田辺 伊智朗 (10/31) ﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 43 RR-1Day-Lisence '82 S-GSX1100S (BS)
88 清水 誠夫  ｼﾐｽﾞ ﾏｻｵ 44 ｼｮｯﾍﾟｰﾅﾚｰｼﾝｸﾞ．BRC '84 K-GPZ750F 
92 蛭川 容義 (10/31) ﾋﾙｶﾜ ﾔｽﾖｼ 43 RR-1Day-Lisence '82 H-CB900F (BS)
183 新井 泰緒 (10/31) ｱﾗｲ ﾔｽｵ 41 RR-1Day-Lisence '80 K-Z1000MK- Ⅱ (BS)
スーパーモンスター 80's(B) 参加：4 台／入賞 : 1 位    
71 立野 卓  ﾀﾂﾉ ﾀｶｼ 49 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '02 Y-XJR1300 (ME)
74 川村 哲也  ｶﾜﾑﾗ ﾃﾂﾔ 42 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '84 Y-XJR1200 (BS)
166 尾台 義明 (10/31) ｵﾀﾞｲ ﾖｼｱｷ 42 ﾁｰﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ '90 K-GPZ900R (BS)
184 新井 章男 (10/31) ｱﾗｲ ｱｷｵ 49 RR-1Day-Lisence '92 K- ｾﾞﾌｧｰ 1100 (BS)

オーバー 40-GP   参加：5 台／入賞 : 2 位    
2 蔵本 勝美  ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ 47 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '06 Y-YZF-R1 
20 相川 亨  ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ 45 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ☆ ARC '04 H-CBR1000RR 
25 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 43 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ ･MAX10 ｸﾞﾙｰﾌﾟ '07 DUCATI-1098S (BS)
46 石川 充彦  ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾋｺ 44 RACING TEAM GET SET.BRC '07 S-GSX-R1000 (BS)
73 旭 竜一  ｱｻﾋ ﾘｭｳｲﾁ 46 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '01 H-CBR954RR (BS)
オーバー 40- セニア   参加：7 台／入賞 : 2 位    
5 小川 藤生  ｵｶﾞﾜ ﾌｼﾞｵ 55 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ 100R.BRC '05 K-ZX-10R (BS)
7 臼井 寿朗  ｳｽｲ ﾋｻｵ 59 日大 MC & 明治 MCC '01 DUACTI-MS4 (DL)
48 若林 栄一  ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲｲﾁ 51 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '83 Y-SR500 
70 伊藤 厚生  ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 61 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ '05 H-CBR1000RR (BS)
85 大島 昭三  ｵｵｼﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 55 チーム・パールイズミ '07 S-GSX-R1000 (DL)
95 小堀 次男 (10/31) ｺﾎﾞﾘ ﾂｸﾞｵ 54 TK ｸﾗﾌﾄ '89 DUACTI-900SS (PI)
116 佐野 哲治 (10/31) ｻﾉ ﾃﾂﾊﾙ 50 RR-1Day-Lisence '87 Y-TZ250 (DL)

NEO- Ⅰプロダクション 参加：1 台／賞典外    
68 横山 悟  ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 47 H.K FACTORY '09 K-Ninja250R (DL)
NEO- Ⅱプロダクション 参加：3 台／入賞 : 1 位    
27 横田 崇史 (10/31) ﾖｺﾀ ﾀｶｼ 32 ＲＴ和智 with FF '90 H-VT250-SPADA (PI)
57 山本 毅  ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 49 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '92 S-GOOSE250 (BS)
475 鎌田 多津丸  ｶﾏﾀ ﾀﾂﾏﾙ 46 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '88 H-VT250-SPADA 
NEO- Ⅲプロダクション 参加：5 台／入賞 : 2 位    
42 青木 一雄  ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 59 ﾁｰﾑ ･ ﾊｲ ･ ｽﾋﾟｰﾄﾞあおき '84 Y-SRX250F (DL)
52 西川 貢司  ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 37 静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽ + ﾊﾋﾟﾈｽ '92 H-NSR250R (PI)
55 渋谷 弘之  ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ 40 T.R. ﾚｰｼﾝｸﾞ '93 S-GOOSE350 (DL)
78 富田 一善  ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾖｼ 47 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '98 S-WOLF200 
118 佐藤 武美 (10/31) ｻﾄｳ ﾀｹﾐ 39 ASUNARO DC&FK '07 H-NSR450F (PI)
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

TT50-2st.GP/ ドリーム 50/ エイプオープン /C.O.T.T.-50
L.O.C. Group [ ウルトラライトウェイト / ライトウェイト A・B]
タイムアタック⑪ 10：20 〜 決勝⑪スタート 3：01 〜／周回数：6 周

TT50-2stGP   参加：4 台／入賞 : 1 位    
11 阿部 洋  ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 34 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '93 H-NSR (BS)
25 矢萩 一男  ﾔﾊｷﾞ ｶｽﾞｵ 45 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '91 H-NSR50 (BS)
51 百瀬 新  ﾓﾓｾ ｱﾗﾀ 47 ﾀﾞﾌﾞﾙｲｰｸﾞﾙﾚｰｼﾝｸﾞ .BRC '95 Y-TZR50R (BS)
52 茂木 信吾  ﾓｷﾞ ｼﾝｺﾞ 40 Team FACTORY MOKI.BRC '87 H-NSR50 改 (BS)
TT50- ドリーム 50   参加：2 台／入賞 : 1 位    
53 村田 博  ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 69 Ozy&GOOD SPEED '06 H-DREAM50TT (BS)
56 依田 健二 (10/31) ﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 43 Ozy&GOOD SPEED '02 H-DREAM50 (BS)
TT50- エイプオープン  参加：2 台／入賞 : 1 位    
47 堀江 俊介 (10/31) ﾎﾘｴ ｼｭﾝｽｹ 27 RR-1Day-Lisence  H-NSR-4st (DL)
54 石井 斉  ｲｼｲ ﾋﾄｼ 46 Team FACTORY MOKI.BRC '04 H-APE100 (BS)

COTT-50   参加：10 台／入賞 : 3 位    
2 小林 哲志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼ 61 ﾁｰﾑ 永楽 & ｽﾋﾟｰﾄﾞﾊﾟｲﾛｯﾄ '68 S-AC50 (BS)
10 渡辺 考一  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 62 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 Y-FX50 (BS)
16 石山 二朗  ｲｼﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 47 ﾁｰﾑ ･ ﾊｲ ･ ｽﾋﾟｰﾄﾞあおき '76 H-CB50 (BS)
20 鈴木 満  ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾙ 46 厚木ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞ '73 H-CB50 (BS)
43 巻島 明  ﾏｷｼﾏ ｱｷﾗ 64 BS.M.C '64 BS-GB-1 (BS)
49 本橋 輝雄 (10/31) ﾓﾄﾊｼ ﾃﾙｵ 62 ７９１ＲＣ '68 S-AC50 (BS)
58 田島 保夫  ﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 63 ﾁｰﾑ 永楽 '62 ﾄｰﾊﾂ - ﾗﾝﾍﾟｯﾄ (BS)
80 川俣 美弦  ｶﾜﾏﾀ ﾐﾂﾙ 52 Ozy&GOOD SPEED '70 S-AC50 (BS)
81 工藤 義教 (10/31) ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 32 GOOD-SPEED&ONOSHOW '71 Y-FS50 (BS)
82 斉藤 清光 (10/31) ｻｲﾄｳ ｷﾖﾐﾂ 48 Ozy&GOOD SPEED '70 Y-FS50 (BS)

LOC- ウルトラライトウェイト 参加：3 台／入賞 : 1 位    
23 太田 毅  ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 47 ﾁｰﾑ 永楽 &Jiro's '63 BULTACO-TSS125 (DL)
123 和田 大輔  ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 38 Team TED'S SPECIAL '63 H-CB93 (DL)
151 金野 和夫  ｶﾈﾉ ｶｽﾞｵ 59 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾚｰｼﾝｸﾞ '64 H-CS90 (BS)
LOC- ライトウェイト A 参加：8 台／入賞 : 2 位    
15 杉本 知己  ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｵ 40 T.R. ﾚｰｼﾝｸﾞﾞ '64 DUCATI- ﾏｯﾊ 1 (DL)
72 内藤 啓介  ﾅｲﾄｳ ｹｲｽｹ 40 ｶﾚｰｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ '64 H-CB72 (DL)
105 宮崎 健太郎  ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 40 The Motorcycle Classics '65 ｸﾞﾘｰﾌﾞｽ - ｼﾙﾊﾞｰｽﾄｰﾝ (DL)
121 髙瀬 義昌  ﾀｶｾ ﾖｼﾏｻ 54 ﾁｰﾑ　ｾﾝｼﾞｭﾄﾞｳ '64 DUCATI-Mk Ⅲ 
178 中島 基夫  ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾄｵ 51 ﾁｰﾑ麻屋呉服店 '64 Y-YDS3 (BS)
210 川村 典夫  ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ 59 ﾁｰﾑ　ﾊｲｽﾋﾟﾘｯﾂ '64 DUCATI-Mk1 (DL)
211 御林 正樹  ﾐﾊﾔｼ ﾏｻｷ 42 ｶﾚｰｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ '67 BULTACO- ﾒﾄﾗｰﾗ Mk- Ⅱ (DL)
235 池田 幸夫  ｲｹﾀﾞ ﾕｷｵ 62 MCR '63 DUCATI-DIANA (DL)
LOC- ライトウェイト B 参加：4 台／入賞 : 1 位    
57 脇坂 秀一  ﾜｷｻｶ ﾋﾃﾞｶﾂﾞ 54 FLYNG ACE '70 DUCATI-Mk Ⅲ (DL)
115 志鎌 一正  ｼｶﾞﾏ ｶｽﾞﾏｻ 47 MakiASH　& 桐高 R '72 H-CB125JX (DL)
174 狩野 達也  ｶﾉｳ ﾀﾂﾔ 63 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '72 H-CB125JX (DL)
243 角田 大典  ﾂﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 51 チーム・パールイズミ '72 H-SL250 (DL)
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

L.O.C. Group [ ジュニア A・B/ セニア A・B/]
          [ ヘビーウェイト A・B/ ヘビーウェトオープン B]
タイムアタック⑫ 10：34 〜 決勝⑫スタート 3：20 〜／周回数：6 周

LOC- ジュニア A  参加：7 台／入賞 : 2 位    
2 竹田津 敏信  ﾀｹﾀﾂﾞﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 38 Team TED'S SPECIAL '61 H-CB77 (DL)
3 山田 勝  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 68 ALL JAPAN L.O.C.C. '63 ﾄﾘｶｯﾃｨ - (DL)
60 長田 啓孝  ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 35 Team TED'S SPECIAL '64 H-CB77 (DL)
144 武笠 大輔  ﾑｶｻ ﾀﾞｲｽｹ 40 ｶﾚｰｽﾋﾟｰﾄﾞ '65 H-CB77 
201 中山 英司  ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 41 SHONAN RING & Ted's Special '64 H-CB77 (DL)
202 松永 章  ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ 54 SHONAN RING&Ted's Special '64 H-CB77 (DL)
203 松永 望  ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉｿﾞﾐ 19 SHONAN RING&Ted's Special '64 H-CB77 (DL)
LOC- ジュニア B  参加：2 台／入賞 : 1 位    
7 金田 将征  ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 40 FLYING ACE '74 MV AGUSTA-350S (DL)
11 加藤 匠一  ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 37 T.R. ﾚｰｼﾝｸﾞ '71 H-CB250EXP (DL)
LOC- セニア A  参加：5 台／入賞 : 2 位    
34 佐藤 真郎  ｻﾄｳ ﾏｻｵ 62 ALL JAPAN L.O.C. '61 BSA- ｺﾞｰﾙﾄﾞｽﾀｰ (AV)
66 田島 優二  ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 53 CRC ﾌﾞﾚｲﾋﾙ（永楽） '60 ﾏﾁﾚｽ G50 (DL)
295 津軽 承徳  ﾂｶﾞﾙ ﾂｸﾞﾉﾘ 56 ＬＯＣ ALL JAPAN '62 ﾏﾁﾚｽ -G50 (AV)
514 久保田 圭  ｸﾎﾞﾀ ｹｲ 36 Velocette Owners club '67 Velocette Thruxton (BS)
535 矢部 純司  ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 26 T.R. ﾚｰｼﾝｸﾞ '53 ﾛｲﾔﾙｴﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ (DL)
LOC- セニアｱ B  参加：2 台／入賞 : 1 位    
68 永田 宣伸  ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 48 ｶﾜｻｷ ･ ﾚｰｻｰ ･ ｵｰﾅｰｽﾞ ･ ｸﾗﾌﾞ '69 K-H1R (DL)
91 山本 時彦  ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷﾋｺ 57 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '72 H-CB500 (DL)
LOC- ヘビーウェイト A 参加：4 台／入賞 : 1 位    
20 土井 敬一  ﾄﾞｲ ｹｲｲﾁ 44 極東 CLUB OBSOLETE '59 TRITON-T110 (DL)
36 小泉 芳実  ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾐ 58 DUCK SPEED.BRC '64 BMW-R69S (DL)
69 佐藤 義幸  ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 48  ﾏｯｸｽ ﾌﾘｯﾂ RT '60 BMW-R69US (BS)
96 小山 武臣  ｺﾔﾏ ﾀｹﾄﾐ 33 Tride mc '61 TRITON (BS)
LOC- ヘビーウェイト B 参加：5 台／入賞 : 2 位    
57 宇都宮 英剛  ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 42 ﾁｰﾑ ｺﾍﾞﾝﾄﾘｰ '85 ﾄﾗｲｱﾝﾌ -T140 (DL)
61 小沢 和之  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 49 ハナコ RT '82 TRIUNPH- ﾎﾞﾝﾈﾋﾞﾙ 750 (DL)
71 テリー 仲神  ﾃﾘｰ ﾅｶｶﾞﾐ 39 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾎｲｰﾙ + ﾘﾄﾓ '72 ﾉｰﾄﾝ ･ ｺﾏﾝﾄﾞ '750 (DL)
73 小林 利行  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 41 L.O.C.C. '71 K-W1SA (DL)
172 加藤 千昌  ｶﾄｳ ｾﾝｼｮｳ 48 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '72 H-CB750 (DL)
LOC- ヘビーウェイトオープン B 参加：8 台／入賞 : 2 位    
19 髙橋 孝幸  ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 56 T.R. ﾚｰｼﾝｸﾞ '75 H-CB750 (DL)
45 河北 啓二  ｶﾜｷﾀ ｹｲｼﾞ 55 TEAM-HOT-DOCK.NJ-RACING '72 HD-XR750 (MA)
46 中嶋 志朗  ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾛｳ 37 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ '69 MOTO GUZZI-V7 ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞｰ (AV)
72 鈴木 将昭  ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 36 ﾘﾄﾓ・ｾﾚｰﾉ '70 BMW-R50/5 
127 三浦 晋一  ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ 41 T.R. ﾚｰｼﾝｸﾞ '75 ﾉｰﾄﾝ - ｺﾏﾝﾄﾞ Mk Ⅲ (DL)
145 長司 光正  ﾁｮｳｼﾞ ﾐﾂﾏｻ 46 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT '72 MOTO GUZZI-V7 ｽﾎﾟﾙﾄ (BS)
153 神宮司 忠男  ｼﾞﾝｸﾞｳｼ ﾀﾀﾞｵ 62 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT '72 MOTO GUZZI-V7 ｽﾎﾟｰﾂ 
750 枝根 登  ｴﾀﾞﾈ ﾉﾎﾞﾙ 46 CLIMB RACING '72 H-CB750four (DL)
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No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名  車両名 タイヤ

C.S.S.C. Group [OPEN/883]／L.O.C. Group[PRE1950]
A.V.C.C. Group [ モディファイド -A・B/STOCK-A・B]
タイムアタック⑬ 10：48 〜 決勝⑬スタート 3：39 〜／周回数：6 周

CSSC ｵｰﾌﾟﾝ  参加：3 台／入賞 : 1 位    
40 熊谷 勝司  ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂｼ 43 ZERO Engineering '91 HD-XL1200 (BS)
45 貝原 正吾  ｶｲﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 34 D-DANSERS '99 HD-XLH883 改 (PI)
76 都築 秀成  ﾂﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾅﾘ 39 CHARGE motorcycles '96 HD-XL1200S (BS)
CSSC883  参加：1 台／賞典外    
78 中川 清人  ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾄ 51 ZERO Engineering '02 HD-XLH883 (BS)

LOC-PRE1950  参加：2 台／入賞 : 1 位    
54 石井 謙成  ｲｼｲ ﾉﾘｱｷ 36 ﾄﾗｲｱﾝﾌ友の会 '39 ﾄﾗｲｱﾝﾌ T-100'39 (DL)
369 加藤 明彦  ｶﾄｳ ｱｷﾋｺ 57 ALL JAPAN L.O.C.C. '49 AJS-7R ﾎﾞｰｲﾚｰｻｰ (AV)

AVCC- モディファイド -A 参加：7 台／入賞 : 2 位    
10 坂本 三夫  ｻｶﾓﾄ ミツオ 46 K,e,s 金森ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ '63 HD-FL1418 (DL)
34 江口 智章  ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 37 ZERO Engineering '48 HD-EL1000 (DL)
46 滝沢 伸介  ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｽｹ 43 L･S･R+HOT-DOCK '46 HD-FLR1340 (DL)
51 渡辺 拓也  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 39 CHARGE motorcycles '49 HD-FL1340 (DL)
53 下坂 明弘  ｼﾓｻｶ ｱｷﾋﾛ 32 LAND･SNAIL･RACING+BUNKERSTUD '37 HD-ULH1340 (DL)
92 片山 哲郎  ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 49 Moving Son '47 HD-FL1340 (DL)

AVCC- モディファイド -B 参加：8 台／入賞 : 2 位    
1 加藤 誠輔  ｶﾄｳ ｾｲｽｹ 70 TEAM ☆ MIYAKOSHI '42 HD-WLA750 (DL)
6 磯部 浩  ｲｿﾍﾞ ﾋﾛｼ 44 BABY TWIN POWER '47 HD-WL750 (DL)
58 陶山 慎治  ｽﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 46 VARC '48 HD-WR750 (DL)
67 神原 良太  ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 43 BANKARA '48 HD-WR750 (AV)
69 北村 憲彦  ｷﾀﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 41 Hungry-Devils '46 HD-WR750 (BS)
75 田中 秀  ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 43 Hungry-Devil's '42 HD-WLA750 (DL)
90 近藤 正博  ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 40 X'MA HEAD '48 HD-WR750 (DL)
93 瀬戸 伸欣  ｾﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 40 Movingson '46 HD-WLA750 (DL)
AVCC-STOCK-A  参加：3 台／入賞 : 1 位    
56 榎本 高士  ｴﾉﾓﾄ ﾀｶｼ 36 ROUGH & RUGGED RACING '52 HD-FL1200 (DL)
91 黒田 晋平  ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 33 LAND SNAIL RACING '47 HD-FL1200 (DL)
94 阿部 雄峰  ｱﾍﾞ ﾕｳﾎｳ 35 大和軍団 '45 HD-EL1000 (DL)
AVCC-STOCK-B  参加：7 台／入賞 : 2 位    
11 角田 一正  ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 45 Hung ｒ y-Devil's with NEAT STYLE '42 HD-WLD750 (DL)
14 満永 毅  ﾐﾂﾅｶﾞ ﾂﾖｼ 37 LAND SNAIL RACING+HOT BIKE JAPAN '51 HD-G750 (DL)
42 吉田 達也  ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 40 Hungry-Devil's '71 HD-5A750 (DL)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 36 POSH FACTORY '42 HD-WLA750 (DL)
81 新海 雅典  ｼﾝｶｲ ﾏｻﾉﾘ 44 ハンド チャレンジ シップ '42 HD-WL750 (BS)
85 田邊 英孝  ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 35 Hungry-Devil's+natural steel works '42 HD-WLA750 (DL)
95 三柴 安生  ﾐｼﾊﾞ ﾔｽｵ 37 ｴﾙ ･ ﾐﾗｰｼﾞｭ '35 INDIAN- ｽﾎﾟｰﾂｽｶｳﾄ (DL)
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＜2010 協賛スポンサー各社様＞

KAWASAKI-カワサキモータースジャパン㈱
JKA-（財）JKA オートレース事業所

ARAI- ㈱アライヘルメット
RS-TAICHI- ㈱アールエスタイチ
OMEGA- ㈱アクトトレーディング

WESTWOOD- ㈱ウエストウッド井原商会
KUSHITANI-クシタニ熊谷店

DUNLOP- ダンロップ･ファルケンタイヤ㈱
MOTUL- テクノイル・ジャポン㈱

ELF-トタル･ルブリカンツ･ジャパン㈱
MICHELIN- 日本ミシュランタイヤ㈱

MICROLON- ㈱協和興材
OSADA MOTORS- ㈲オサダモータース

PIRELLI-ピレリ･ジャパン㈱
BRIDGESTONE- ㈱ブリヂストン

ALL SPORTS COMMUNITY- ㈱フォトクリエイト
RACING PHOTO LOOP-レーシングフォトループ

WAKO'S- ㈱和光ケミカル
ESSO- エッソ関町 SS

PEARL IZUMI- ㈱パールイズミ

他　順不同

本年度もMCFAJクラブマンロードレースにご協力いただきまして、誠にありがとうございます。
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