
Motorcycle Club Federation of All Japan
　平成２4 年 7 月 1 日    　　　　　　　　　軽井沢モーターパーク   　　　　  　　　　　参加台数：134 台 
◎大会会長：新津栄一／◎競技監督：小泉　甫／◎競技長：宍戸　護	 	 　　　										
◎大会審査委員：石原和男・斉藤城太郎・真壁政和

●タイムスケジュール
 　　07：15 〜 受付（クラブ毎の参加受付）
 　　07：30 〜 　 車検および当日エントリー受付開始　 
 　　08：00 〜 08：30 開会式／ライダースミーティング 

●公式練習
 ①　08：35 〜 08：47 GP ／ＳＥ／Ｅ - Ⅰ (450) ／ E- Ⅱ (250)
 ②　08：50 〜 09：02 Ｊ - Ⅰ (450) ／ J- Ⅱ (250)
 ③　09：05 〜 09：17 Ｎ - Ⅰ (450) ／ N- Ⅱ (250) ／ＰＮ−Ａ／ LoX(250)
 ④　09：20 〜 09：32 ＳＥ 150 ／Ｅ - Ⅲ (150) ／Ｊ - Ⅲ (150)　　
 ⑤　09：35 〜 09：47 Ｎ - Ⅲ (150) ／ＰＮ−Ｂ／ LoX(150)

●決勝レース      ( グリッド抽選はスタート１５分前まで）                           
 ①　09：50 〜 10：09 E- Ⅱ (250) 決勝 (15 分 +1 周 )    7 台 
 ②　10：12 〜 10：31 J- Ⅱ (250) 決勝 (15 分 +1 周 )　   11 台 
 ③　10：34 〜 10：48 N- Ⅱ (250) 決勝 (10 分 +1 周 )　   20 台
 ④　10：51 〜 11：10 E- Ⅲ (150) 決勝  (15 分 +1 周 )    6 台
 ⑤　11：13 〜 11：35 SE150 ヒート１ (15 分 +1 周＋サイティング１周 )  9 台
 ⑥　11：38 〜 11：57 J- Ⅲ (150) 決勝  (15 分 +1 周 )    14 台   
 ⑦　12：00 〜 12：10 PN-A&B・LoX (5 周 )　※当日受付 10 時半まで 　A-0/B-1LoX-0 台 
★  昼   休   み  ★ ( コース整備・散水 )
 ⑧　12：50 〜 12：58　 セニアレース (4 周 )　※当日受付 10 時半まで   7 台
 ⑨　13：01 〜 13：28 GP&SE ヒート 1 (20 分 +1 周＋サイティング１周 )  GP-2/SE-7 台 
 ⑩　13：31 〜 13：41 オープン A&B (5 周 )　※当日受付 10 時半まで     A-0/B-3 台 
 ⑪　13：44 〜 14：06 SE150 ヒート２ (15 分 +1 周＋サイティング１周 )  （SE-9)/E-0 台
 ⑫　14：09 〜 14：23 N- Ⅲ (150) 決勝 (10 分 +1 周 )　   13 台 
 ⑬　14：26 〜 14：45 J- Ⅰ (450) 決勝 (15 分 +1 周 )　   14 台
 ⑭　14：48 〜 15：07 E- Ⅰ (450) 決勝 (15 分 +1 周 )    8 台
 ⑮　15：10 〜 15：24 N- Ⅰ (450) 決勝 (10 分 +1 周 )　   12 台 
 ⑯　15：27 〜 15：54　 GP&SE ヒート２ (20 分 +1 周＋サイティング１周 )  （GP-2/SE-7 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。

主催：全日本モーターサイクルクラブ連盟(MCFAJ)　TEL.03-6273-2807
ARAI/BRIDGESTONE/DUNLOP/DIRTFREEK/DIRTSPORT/ELF/ESSO/HOUZUKI/IRC/JKA-AUTORACE/
MH-PRODUCTS/NGK/PHOTO-CREATE/PHOTO_HUNTER/RS-TAICHI/RABBIT MITAKA/MEDICAL 
MANAGEMENT SUPORT/WESTWOOD/WESTPOINT/WAKO'S/WORKS-1/etc.          
●プログラミングソフト・システム開発（株）アンリミテッドコーポレーション　●制作：Nakane Design Office　●印刷：（株）雄恒社
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2012 Cubman Motocross Series-5
（2012.06.29 更新）

※赤文字部分が追加・訂正箇所です



Expert-Ⅱ
(250)/Junia-Ⅱ

(250)

2

＜E-Ⅱ (250)＞	参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
01 鈴木 伸彦  ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 47 武州ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ '12 Y-YZ250 
2 PAULO S.ARAUJO ﾊﾟｳﾛ ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　41　MARCULA RACING '12 K-KX450F 
14 有賀 亮  ｱﾘｶﾞ ﾘｮｳ 40 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ RC '09 Y-YZ250F 
24 平野 智行  ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾕｷ 47 TONO CIRCUIT '04 H-CRF250R (BS)
48 門井 文夫  ｶﾄﾞｲ ﾌﾐｵ 64 TEAM まだやってんの？ '12 H-CRF250R 
58 丘 孝之  ｵｶ ﾀｶﾕｷ 44 LynxTrick  Y-YZ250F (BS)
67 猿渡 良彦  ｻﾜﾀﾘ ﾖｼﾋｺ 31 SRC ｳｫｯｼｭﾎﾞ - ﾄﾞ '12 K-KX450F 

＜J-Ⅱ (250)＞	参加：11台／入賞:	3	位	 	 	 	 	
07 時田 敏明  ﾄｷﾀ ﾄｼｱｷ 50 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ '10 Y-YZ250F (BS)
8 越谷 利彦  ｺｼｶﾞﾔ ﾄｼﾋｺ 41 ﾁｰﾑ MY ROAD '11 H-CRF250R 
16 新垣 盛彦  ｱﾗｶﾞｷ ﾓﾘﾋｺ 50 チーム TORAO '12 Y-YZ250F 
17 小池 活志  ｺｲｹ ｶﾂｼ 46 勇 ﾚｰｼﾝｸﾞ '06 S-RMZ250 
32 木村 和弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 27 Moriya Racing '11 K-KX250F (DL)
37 小泉 俊一郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 46 てびち  K-KX250F (BS)
38 草場 真砂美  ｸｻﾊﾞ ﾏｻﾐ  草場企画 WESTWOOD 井原商会 '11 H-CRF250R (IRC)
41 兼弘 彰  ｶﾈﾋﾛ ｱｷﾗ 42 SP 忠男ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ横浜 '08 Y-YZ250F (MI)
61 望月 丈之助 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｮｳﾉｽｹ  ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ  K-KX125 (BS)
75 須田 謙蔵  ｽﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 35 I.R.T. '12 Y-YZ250F (BS)
174 林 直輝  ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 35 NISSIN 二輪部 +D.I.D '12 K-KX250F (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

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 09：50 〜 15 分 +1 周

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：12 〜 15 分 +1 周

決勝第2レース

決勝第1レース E- Ⅱ (250) クラス決勝

J- Ⅱ (250) クラス決勝

＜協賛スポンサー各社様＞
㈶ JKAオートレース事業所／㈱アライヘルメット／IRC井上ゴム工業㈱／㈱アールエスタイチ／㈱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㈱／㈱エキップ Susie Digits ／エッソ関町 SS ／
エッソニュー小宮 SS ／コーヒーショップ芳豆樹／住友ゴム工業㈱／トタル ･ ルブリカンツ ･ ジャパン㈱／
㈱ＭＨプロダクツ／㈱ダートフリーク／月刊ダートスポーツ／㈱ブリヂストン／㈱フォトクリエイト／PHOTO HUNTER ／
㈱メディカル・マネジメント・サポート／㈱和光ケミカル／ WOR KS -1 ／ラビット三鷹東八通り店㈱新栄

（東京スリーホークス）／他、順不同

ミニ広告募集中！詳細は制作担当：中根まで
掲載料：スポット¥5,000-（単独掲載）／レギュラー¥3,000 ×回数（連続掲載）
MCFAJ 事務局 TEL.03-6273-2807 ／ FAX03-6273-2808 ／メール info@mcfa j .o rg



Novice-Ⅱ
(250)/Expert-Ⅲ

(150)
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＜N-Ⅱ (250)＞	参加：20台／入賞:	6	位	 	 	 	 	
1 川田 憲秀  ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｼｭｳ 43 桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ '09 H-CRF250R (BS)
2 山本 雄三  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ 48 MOTO HOUSE RACE TEAM '12 Y-YZ250F (BS)
10 山口 元  ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝ 31 レーシングチーム鷹 '11 Y-YZ125 (DL)
13 島崎 千恵 (07/01) ｼﾏｻﾞｷ ﾁｴ  ガレージコジマ '12 H-CRF250R (BS)
16 菊田 茂  ｷｸﾀ ｼｹﾞﾙ 46 埼玉スポーツライダー '11 H-CRF250R (BS)
18 中澤 昌世  ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 27 埼玉スポーツライダー '11 K-KX250F (DL)
19 山崎 明広  ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 27 I.R.T. '00 H-CR125 (BS)
20 林 祥平  ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 30 I.R.T. '11 Y-YZ125 (BS)
28 山中 正之  ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾕｷ 44 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '08 H-CRF250R (DL)
32 山崎 光明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ  I.R.T. '11 Y-YZ125 (BS)
33 和田 裕介  ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 34 MARCULA RACING '06 H-CRF250R (DL)
35 清水 佑亮  ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 16 TEAM まだやってんの？ '09 H-CRF250R (BS)
37 三俣 聡  ﾐﾂﾏﾀ ｻﾄｼ 47 向陽会ﾄﾞﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ '11 H-CRF450R (BS)
41 山崎 省二  ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 46 Team Power Band '12 K-KX450F (PI)
46 海老根 勝  ｴﾋﾞﾈ ﾏｻﾙ 46 Moriya Racing '10 S-RMZ250 (DL)
47 花輪 浩文  ﾊﾅﾜ ﾋﾛﾌﾐ 47 向陽会ﾄﾞﾘｰﾑﾚｰｼﾝｸﾞ '05 H-CRF250R (BS)
65 古田 信弘  ﾌﾙﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 67 豊橋ﾊﾟ - ﾙﾎﾜｲﾄﾗｲﾀﾞｰｽ '10 Y-YZ250F (DL)
70 大野 博正  ｵｵﾉ ﾋﾛﾏｻ 41 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ '10 Y-YZ125 (BS)
89 ADRIANO SUYAMA ｱﾄﾞﾘｱﾉ ｽﾔﾏ　35　MARCULA RACING '07 K-KX250F 
134 見城 和幸  ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾕｷ 42 K-3 '12 K-KX250F (BS)

決勝第3レース

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

N- Ⅱ (250) クラス決勝
グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：34 〜 10 分 +1 周

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

E- Ⅲ (150) クラス決勝
グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 10：51 〜 15 分 +1 周

＜E-Ⅲ (150)＞	参加：6台／入賞:	2	位	 	 	 		
13 山崎 進喜  ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｷ 41 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ  H-CRF150R (BS)
14 武田 綾太  ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 35 工学院大学ﾓ - ﾀ - ｻｲｸﾙ部 '11 H-CRF150R (BS)
81 加藤木 桂  ｶﾄｳｷﾞ ｶﾂﾗ 57 TEAM-M･1-RACING '05 H-CR85 (BS)
88 水嶋 智  ﾐｽﾞｼﾏ ｻﾄｼ 45 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
93 内野 雅治  ｳﾁﾉ ﾏｻﾊﾙ 43 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  KTM-85SX (BS)
102 白石 陽介  ｼﾗｲｼ ﾖｳｽｹ 33 伊勢谷重機 .MX '12 Y-YZ85 (IRC)

決勝第4レース

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 PM4：30 で撤収いたします★



Super Expert 150/Junia-Ⅲ
(150)

4

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 11：38 〜 15 分 +1 周
J- Ⅲ (150) クラス決勝

＜J-Ⅲ (150)＞	 参加：J-11+N-3台／入賞:	4	位	 	 	 	 	
10 波戸 玲  ﾊﾄ ｱｷﾗ 42 工学院大学ﾓ - ﾀ - ｻｲｸﾙ部 '12 H-CRF150R 
15 三上 肇  ﾐｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 41 武蔵野ﾗｲﾀﾞｰｽ & Bluebell  Y-YZ85 (DL)
23 橋本 和貴  ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 29 伊勢谷重機 .MX '12 H-CRF150R (IRC)
37 小泉 俊一郎  ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 46 てびち  H-CRF150R (BS)
38 高橋 竜太  ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ 38 SRC ｳｫｯｼｭﾎﾞ - ﾄﾞ '11 H-CRF150R (BS)
44 鍋谷 維章  ﾅﾍﾞﾀﾆ ｺﾚｱｷ 52 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '11 H-CRF150R (BS)
47 山本 久雄  ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｵ 43 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R 
50 土屋 則久  ﾂﾁﾔ ﾉﾘﾋｻ 50 SRC ｳｫｯｼｭﾎﾞ - ﾄﾞ '09 H-CRF150R 
82 上野 靖美  ｳｴﾉ ﾔｽﾐ 43 TEAM MX JAPAN  H-CRF150R (BS)
100 関 賢一郎  ｾｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 45 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '08 H-CRF150R 
184 藤田 貴由  ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 40 TEAM-M･1-RACING '04 K-KX85 (BS)

N-0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 66 東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ '11 H-CRF150R (BS)
N-30 黒岩 公一  ｸﾛｲﾜ ｺｳｲﾁ 56 むかしのライダース '08 H-CRF150R (PI)
N-329 加藤 貴理  ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ 40 サイクルロード イトー -RT '12 H-CRF150R (IRC)

決勝第6レース

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

決勝第5レース

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

＜SE150＞	 参加：9台	 	 		 	
1 大内 健八  ｵｵｳﾁ ｹﾝﾔ 42 TEAM まだやってんの？ '12 Y-YZ85 
2 中根 健  ﾅｶﾈ ﾀｹﾙ 41 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF150R (IRC)
9 飯田 益巳  ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 47 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R 
57 大内 大輔  ｵｵｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 37 Orange Bull Racing '12 KTM85SX (BS)
58 名島 智己  ﾅｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 38 Orange Bull Racing '12 KTM85SX (BS)
64 窪田 忠昭  ｸﾎﾞﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 54 TEAM.SGM.RACING '06 H-CR85 (BS)
72 頓所 浩市 (07/01) ﾄﾝｼｮ ｺｳｲﾁ    39 SRC ｳｫｯｼｭﾎﾞ - ﾄﾞ  H-CRF150R (DL)
111 藤田 康高  ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 45 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '07 S-RM85 (BS)
115 向畑 信章  ﾑｶｲﾊﾀ ﾉﾌﾞｱｷ 47 Sparking wham! '10 H-CRF150R (BS)

SE150 クラス決勝 - ヒート 1
グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 11：13 〜 15 分 +1 周

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　



Pre Novice A&B/LoX/Senia.70-60-50-40

5

＜プレノービスA＞	参加：0台／入賞40％	 	 	 		

＜プレノービスB＞	参加：1台／入賞40％	 	 	 	
N-43 芹澤 誠也  ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 24 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R

＜LoX-軽井沢＞	 参加：0台／入賞3位	 	 	 	 

※ LoX 出走規定：以下の①②③のいずれかに該当する方

　① MCFAJ クラブマンモトクロスに参加したことがない方で、開催地のスポ安保険会員の方。

　②現在登録していないが、以前 MCFAJ クラブマンモトクロスライダー経験のある方で、開催地のスポ安保険会員の方。

　③開催地周辺の地元ライダーでスポ安保険会員でない方は事前エントリーのみ受付。保険加入料 2500 円必要。

＜セニア70＞	 参加：0台／入賞:	40%	 	 	 	 	
＜セニア60＞	 参加：6台／入賞:	40%	 	 	 	 	
N-0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 66 東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ '11 H-CRF150R (BS)
E-32 嶋野 幸蔵  ｼﾏﾉ ｺｳｿﾞｳ 61 埼玉スポーツライダー '12 H-CRF450R (DL)
N-51 富澤 兼夫  ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀｹｵ 65 東京ｽﾘｰﾎｰｸｽ  Y-YZ125 
E-64 山下 和男  ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 64 MOTO HOUSE RACE TEAM  Y-YZ250F 
J-65 梅原 秀章  ｳﾒﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 65 東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ  Y-YZ250F (BS)
N-69 斉藤 城太郎  ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 68 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '07 Y-YZ85 (BS)
＜セニア50＞	 参加：1台／入賞:	40%	 	 	 	
J-16 新垣 盛彦  ｱﾗｶﾞｷ ﾓﾘﾋｺ 50 チーム TORAO '12 Y-YZ250F 
＜セニア40＞	 参加：0台／入賞:	40%	 	 	 	

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

セニアクラス
グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 12：50 〜 4 周／当日受付 10:30 まで（非会員 8 時まで）

12：11〜12：49　昼休み／コース整備
コース役員の方は 12：35 までに
担当セクションにお戻りくださいLunch Time

決勝第8レース

決勝第7レース

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 12：00 〜 5 周／当日受付 10:30 まで（非会員 8 時まで）
プレノービス-A・B／ LoXクラス

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

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ



Grand Prix/Super Expert/Open A&B

6

決勝第10レース

＜オープンA＞	 参加：0台／入賞40%

＜オープンB＞	 参加：3台／入賞40%	 	 	 	
J-23 橋本 和貴  ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 29 伊勢谷重機 .MX '12 H-CRF150R (IRC)
J-38 高橋 竜太  ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾀ 38 SRC ｳｫｯｼｭﾎﾞ - ﾄﾞ '11 H-CRF150R (BS)
E-102 白石 陽介  ｼﾗｲｼ ﾖｳｽｹ 33 伊勢谷重機 .MX '12 Y-YZ85 (IRC)

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 13：31 〜 5 周／当日受付 10：30（非会員 8 時まで）
オープンA・Bクラス

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

決勝第9レース

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 13：01 〜 20 分 +1 周
GP&SEクラス決勝 - ヒート 1

＜GP＞	 参加：2台	 	 	 	 	
17 大塚 忠和  ｵｵﾂｶ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 42 TEAM まだやってんの？ '11 H-CRF250R (IRC)
25 斉藤 稔  ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 40 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '12 Y-YZ250F (DL)

＜SE＞	 参加：7台	 	 	 	 	
6 中村 洋次  ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｼﾞ 59 ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰ  KTM-350SXF (BS)
27 山崎 文明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 41 湘南 MCC '11 Y-YZ250F (BS)
41 木村 篤史  ｷﾑﾗ ｱﾂｼ 40 Team Power Band  K-KX450F (DL)
60 原 誠  ﾊﾗ ﾏｺﾄ 41 小田原ルート 1.BRC '12 Y-YZ250F (BS)
111 MARCULA MARCELO ﾏﾙｽｰﾗ ﾏﾙｾﾛ　39　MARCULA RACING '12 H-CRF450R (DL)
161 本間 誠一  ﾎﾝﾏ ｾｲｲﾁ 41 埼玉スポーツライダー '12 Y-YZ250F (DL)
177 新毛 聖一  ｼﾝｹ ｾｲｲﾁ 44 LynxTrick '10 K-KX450F (BS)

GP のみ当日受付 8:00 まで



Super Expert 150/Novice-Ⅲ
(150)

決勝第11レース

7

＜SE150＞	 参加：9台／	2ヒート総合入賞:6	位	 	 	
1 大内 健八  ｵｵｳﾁ ｹﾝﾔ 42 TEAM まだやってんの？ '12 Y-YZ85 
2 中根 健  ﾅｶﾈ ﾀｹﾙ 41 城北ﾗｲﾀﾞｰｽ  H-CRF150R (IRC)
9 飯田 益巳  ｲｲﾀﾞ ﾏｽﾐ 47 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R 
57 大内 大輔  ｵｵｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 37 Orange Bull Racing '12 KTM85SX (BS)
58 名島 智己  ﾅｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 38 Orange Bull Racing '12 KTM85SX (BS)
64 窪田 忠昭  ｸﾎﾞﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 54 TEAM.SGM.RACING '06 H-CR85 (BS)
72 頓所 浩市 (07/01) ﾄﾝｼｮ ｺｳｲﾁ    39 SRC ｳｫｯｼｭﾎﾞ - ﾄﾞ  H-CRF150R (DL)
111 藤田 康高  ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 45 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '07 S-RM85 (BS)
115 向畑 信章  ﾑｶｲﾊﾀ ﾉﾌﾞｱｷ 47 Sparking wham! '10 H-CRF150R (BS)

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート13：44 〜15 分 +1周
SE150 クラス - ヒート２

決勝第12レース

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：09 〜 10 分 +1 周
N- Ⅲ (150) クラス決勝

＜N-Ⅲ (150)＞	 参加：13台／入賞:	4	位	 	 	 	
0 赤松 勝  ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾙ 66 東京ﾊｲﾗｲﾄｸﾗﾌﾞ '11 H-CRF150R (BS)
17 山下 昇太郎  ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 13 MOTO HOUSE RACE TEAM '04 Y-YZ85 (BS)
21 今井 信義  ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 43 H･R･C '12 H-CRF150R 
24 中澤 貴章  ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 40 H･R･C '11 H-CRF150R 
30 黒岩 公一  ｸﾛｲﾜ ｺｳｲﾁ 56 むかしのライダース '08 H-CRF150R (PI)
32 山崎 光明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｱｷ  I.R.T. '07 H-CR85 (BS)
34 斉藤 匡彦  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 41 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R 
39 中野 亮  ﾅｶﾉ ﾘｮｳ 32 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R 
43 芹澤 誠也  ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 24 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R 
85 大塚 恭章  ｵｵﾂｶ ﾔｽｱｷ 40 矢崎　隼 ROOST  H-CRF150R 
163 木村 博美  ｷﾑﾗ ﾋﾛﾐ  Team Power Band '07 K-KX150F (DL)
311 齋藤 正道  ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 54 東京ｵｰﾄｸﾚｲｼﾞｰ '08 H-CRF150R (IRC)
329 加藤 貴理  ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ 40 サイクルロード イトー -RT '12 H-CRF150R (IRC)

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

2011年度ランキング認定証を受け取った方に「額縁」を配布しています。
まだ受け取っていない方は大会本部までお越しください。代理の方でも結構です。

リタイヤ



Junia-Ⅰ (450)/Expert-Ⅰ (450)
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決勝第14レース

＜E-Ⅰ (450)＞	参加：8台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
01 鈴木 伸彦  ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 47 武州ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ '12 Y-YZ250 
2 PAULO S.ARAUJO ﾊﾟｳﾛ ｾﾙｼﾞｵ ･ ｱﾗｳｼﾞｮ　41　MARCULA RACING '12 K-KX450F 
14 有賀 亮  ｱﾘｶﾞ ﾘｮｳ 40 ｽﾋﾟｰﾄﾞﾒｲﾂ RC '09 Y-YZ250F 
24 平野 智行  ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾕｷ 47 TONO CIRCUIT '04 H-CRF250R (BS)
32 嶋野 幸蔵  ｼﾏﾉ ｺｳｿﾞｳ 61 埼玉スポーツライダー '12 H-CRF450R (DL)
48 門井 文夫  ｶﾄﾞｲ ﾌﾐｵ 64 TEAM まだやってんの？ '12 H-CRF250R 
58 丘 孝之  ｵｶ ﾀｶﾕｷ 44 LynxTrick  Y-YZ250F (BS)
67 猿渡 良彦  ｻﾜﾀﾘ ﾖｼﾋｺ 31 SRC ｳｫｯｼｭﾎﾞ - ﾄﾞ '12 K-KX450F 

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：48 〜 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

E- Ⅰ (450) クラス決勝

No. 名前 フリガナ 年齢 クラブ名 年式 車両名 タイヤ

決勝第13レース

＜J-Ⅰ (450)＞	参加：14台／入賞:	4	位	 	 	 	 	
07 時田 敏明  ﾄｷﾀ ﾄｼｱｷ 50 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ '10 Y-YZ250F (BS)
4 野口 久雄  ﾉｸﾞﾁ ﾋｻｵ 63 TEAM MX JAPAN  H-CRF450R 
8 越谷 利彦  ｺｼｶﾞﾔ ﾄｼﾋｺ 41 ﾁｰﾑ MY ROAD '11 H-CRF250R 
10 池田 均  ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 52 TEAM Mr.dan '10 H-CRF250R (BS)
15 三上 肇  ﾐｶﾐ ﾊｼﾞﾒ 41 武蔵野ﾗｲﾀﾞｰｽ & Bluebell  Y-YZ250 (DL)
16 新垣 盛彦  ｱﾗｶﾞｷ ﾓﾘﾋｺ 50 チーム TORAO '12 Y-YZ250F 
17 小池 活志  ｺｲｹ ｶﾂｼ 46 勇 ﾚｰｼﾝｸﾞ '06 S-RMZ250 
32 木村 和弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 27 Moriya Racing '11 K-KX250F (DL)
37 小泉 俊一郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 46 てびち  K-KX250F (BS)
38 草場 真砂美  ｸｻﾊﾞ ﾏｻﾐ  草場企画 WESTWOOD 井原商会 '11 H-CRF250R (IRC)
41 兼弘 彰  ｶﾈﾋﾛ ｱｷﾗ 42 SP 忠男ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ横浜 '08 Y-YZ250F (MI)
61 望月 丈之助 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｮｳﾉｽｹ  ﾍﾟﾝｷﾞﾝﾚ - ｼﾝｸﾞ with ﾋﾟｭｱﾃｯｸ  K-KX125 (BS)
75 須田 謙蔵  ｽﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 35 I.R.T. '12 Y-YZ250F (BS)
174 林 直輝  ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 35 NISSIN 二輪部 +D.I.D '12 K-KX250F (BS)

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 14：26 〜 15 分 +1 周

J- Ⅰ (450) クラス決勝

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　



Novice-Ⅰ (450)/Grand Prix/Supe Expert
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決勝第15レース

＜N-Ⅰ (450)＞	参加：12台／入賞:	4	位	 	 	 		
1 川田 憲秀  ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｼｭｳ 43 桜井ｵ - ﾄﾒｲﾂ '09 H-CRF250R (BS)
2 山本 雄三  ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｿﾞｳ 48 MOTO HOUSE RACE TEAM '12 Y-YZ250F (BS)
10 山口 元  ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾞﾝ 31 レーシングチーム鷹 '11 Y-YZ125 (DL)
13 島崎 千恵 (07/01) ｼﾏｻﾞｷ ﾁｴ  ガレージコジマ '12 H-CRF250R (BS)
20 林 祥平  ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 30 I.R.T. '11 Y-YZ125 (BS)
28 山中 正之  ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾕｷ 44 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ '08 H-CRF250R (DL)
35 清水 佑亮  ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 16 TEAM まだやってんの？ '09 H-CRF250R (BS)
41 山崎 省二  ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 46 Team Power Band '12 K-KX450F (PI)
65 古田 信弘  ﾌﾙﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 67 豊橋ﾊﾟ - ﾙﾎﾜｲﾄﾗｲﾀﾞｰｽ '10 Y-YZ250F (DL)
70 大野 博正  ｵｵﾉ ﾋﾛﾏｻ 41 TOMO ﾚｰｼﾝｸﾞ '10 Y-YZ125 (BS)
134 見城 和幸 ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾕｷ 42 K-3 '12 K-KX250F (BS)
171 池田 理恵  ｲｹﾀﾞ ﾘｴ  LynxTrick '11 S-RMZ250 (BS)

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

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

決勝第16レース

グリッド抽選 15 分前までに集合／スタート 15：27 〜 20 分 +1 周
GP&SEクラス - ヒート 2

＜GP＞	 参加：2台／2ヒート総合入賞:	2	位	 	 	 	
17 大塚 忠和  ｵｵﾂｶ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 42 TEAM まだやってんの？ '11 H-CRF250R (IRC)
25 斉藤 稔  ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 40 野田ｼﾞｭﾆｱﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ '12 Y-YZ250F (DL)

＜SE＞	 参加：7台／2ヒート総合入賞:	6	位	 	 	 	
6 中村 洋次  ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｼﾞ 59 ｻｰﾌﾗｲﾀﾞｰ  KTM-350SXF (BS)
27 山崎 文明  ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 41 湘南 MCC '11 Y-YZ250F (BS)
41 木村 篤史  ｷﾑﾗ ｱﾂｼ 40 Team Power Band  K-KX450F (DL)
60 原 誠  ﾊﾗ ﾏｺﾄ 41 小田原ルート 1.BRC '12 Y-YZ250F (BS)
111 MARCULA MARCELO ﾏﾙｽｰﾗ ﾏﾙｾﾛ　39　MARCULA RACING '12 H-CRF450R (DL)
161 本間 誠一  ﾎﾝﾏ ｾｲｲﾁ 41 埼玉スポーツライダー '12 Y-YZ250F (DL)
177 新毛 聖一  ｼﾝｹ ｾｲｲﾁ 44 LynxTrick '10 K-KX450F (BS)

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 PM4：30 で撤収いたします★


