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No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

GP-E&N125/NEO-250/NEO-A&B/2&4
タイムアタック②08：24〜	 決勝①スタート12：05〜／周回数：10周	

Eモンスターアンリミテッド	 参加：10台／入賞 :	3	位	 	 	 	 	
1	 久保	時彦		 ｸﾎﾞ	ﾄｷﾋｺ	 61	 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ	 '06	 Y-YZF-R1	 (PI)
6	 岩月	純也		 ｲﾜﾂｷ	ｼ ｭ゙ﾝﾔ	 35	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '00	 DUCATI-998R	
9	 高原	昌幸		 ﾀｶﾊﾗ	ﾏｻﾕｷ	 43	 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '09	 Y-YZF-R1	 (DL)
10	 吉野	倫夫		 ﾖｼﾉ	ﾐﾁｵ	 46	 RT.Remotion	 '08	 H-CBR1000RR	 (DL)
17	 河本	直之	(06/30)	 ｶﾜﾓﾄ	ﾅｵﾕｷ	 49	 ﾘﾘｶ	AMENA	 '07	 S-GSX-R1000	 (DL)
26	 吉岡	俊也	(06/30)	 ﾖｼｵｶ	ﾄｼﾔ	 50	 ﾘﾘｶ	AMENA	 '08	 K-ZX-10R	 (PI)
51	 水津	英彦		 ｽｲﾂﾞ	ﾋﾃﾞﾋｺ	 48	 Team	PRIZE	 '08	 Y-YZF-R1	 (DL)
82	 森	柘富	(06/30)	 ﾓﾘ	ﾂﾄﾑ	 43	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄ	ﾍﾞｱｰ	 '05	 S-GSX-R1000	 (DL)
99	 波田	競治郎		 ﾊﾀﾞ	ｹｲｼﾞﾛｳ	 43	 FREEDOM	 '10	 BMW-S1000RR	 (DL)
118	佐藤	武美	(06/30)	 ｻﾄｳ	ﾀｹﾐ	 42	 SUSKENE-R&FK	 '05	 S-GSX-R1000	 (BS)
Nモンスターアンリミテッド	 参加：8台／入賞 :	2	位	 	 	 	
16	 羽毛田	陽弘		 ﾊｹﾀ	ｱｷﾋﾛ	 38	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '04	 H-CBR1000RR	 (BS)
22	 若林	史起		 ﾜｶﾊﾞﾔｼ	ﾌﾐｵｷ	 39	 FREEDOM	 '09	 S-GSX-R1000	
27	 引地	史和	(06/30)	 ﾋｷﾁ	ﾌﾐｶｽﾞ	 39	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾛｼ ｪ゙ｸﾄ	ﾍﾞｱｰ	 '07	 S-GSX-R1000	 (DL)
39	 荒木	雅裕		 ｱﾗｷ	ﾏｻﾋﾛ	 44	 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '12	 DUCATI-848EVO-CORSE	SE	 (DL)
50	 武村	誠	(06/30)	 ﾀｹﾑﾗ	ﾏｺﾄ	 40	 ﾘﾘｶ	AMENA	 '09	 Y-YZF-R1	 (DL)
81	 小沢	淳一	(06/30)	 ｵｻﾞﾜ	ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ	 46	 YSP富士吉田&ひぐらし	 '10	 Y-YZF-R1	 (BS)
97	 石井	達也	(06/30)	 ｲｼｲ	ﾀﾂﾔ	 45	 ﾘﾘｶ	AMENA	 '06	 S-GSX-R1000	 (DL)
113	中川	敏	(06/30)	 ﾅｶｶﾞﾜ	ｻﾄｼ	 44	 津久井オート	 '11	 BMW-S1000RR	 (MI)
Eプロダクション600	 	 参加：3台／入賞 :	1	位	 	 	 	
33	 大西	智		 ｵｵﾆｼ	ｻﾄﾙ	 38	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ100R	 '07	 K-ZX-6R	 (MI)
34	 山口	巡	(06/30)	 ﾔﾏｸﾞﾁ	ﾒｸﾞﾙ	 44	 Team	γ-GTP	 '05	 K-ZX-6RR	 (PI)
36	 冨山	卓		 ﾄﾐﾔﾏ	ﾀｶｼ	 41	 TEAM	ZAMAER'S	 '06	 K-ZX-6RR	 (BS)
Nプロダクション600	 	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
15	 綾部	祐太		 ｱﾔﾍﾞ	ﾕｳﾀ	 28	 RACING	TEAM	GET	SET	 '08	 H-CBR600RR	 (BS)
19	 佐々木	光男		 ｻｻｷ	ﾐﾂｵ	 33	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '05	 S-GSX-R600	 (BS)
28	 丸山	理哉		 ﾏﾙﾔﾏ	ﾐﾁﾔ	 47	 RACING	TEAM	GET	SET	 '03	 H-CBR600RR	 (BS)
30	 赤池	佑太		 ｱｶｲｹ	ﾕｳﾀ	 25	 Team	MANKS	 '11	 K-ZX-6R	 (PI)
CSTT	 	 参加：2台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
18	 黒木	竜馬		 ｸﾛｷ	ﾘｮｳﾏ	 35	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '00	 H-VTR1000SP-1	 (BS)
38	 宮	紀雄		 ﾐﾔ	ﾉﾘｵ	 47	 FREEDOM	 '08	 DUCATI-1098R	 (DL)
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No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

EUL/NUL/EP600/NP600/CSTT
タイムアタック③08：48〜	 決勝②スタート12：40〜／周回数：10周	

GP-E125	 	 参加：10台／入賞 :	3	位	 	 	 	 	
1	 岡田	伸幸		 ｵｶﾀﾞ	ﾉﾌﾞﾕｷ	 46	 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ	 '98	 H-RS125R	 (BS)
4	 草柳	充之		 ｸｻﾔﾅｷﾞ	ﾐﾂﾕｷ	 45	 RC	Hill	Billy	 '97	 H-RS125R	 (DL)
6	 木村	一弘		 ｷﾑﾗ	ｶｽﾞﾋﾛ	 49	 RACING	HORNET	 '97	 H-RS125R	 (DL)
8	 清田	裕司		 ｷﾖﾀ	ﾕｳｼﾞ	 39	 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー +望月太喜十朗	 '04	 H-RS125R	 (DL)
10	 荒川	淳		 ｱﾗｶﾜ	ｼ ｭ゙ﾝ	 51	 RACING	HORNET	 '97	 H-RS125R	 (BS)
11	 越猪	友美子		 ｵｵｲ	ﾕﾐｺ	 	 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ	 '01	 H-RS125R	 (BS)
12	 星	健太郎		 ﾎｼ	ｹﾝﾀﾛｳ	 36	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '01	 H-RS125R	 (BS)
13	 石川	武		 ｲｼｶﾜ	ﾀｹｼ	 47	 TEAM	WIN-JACK	 '95	 H-RS125R	 (BS)
15	 鈴木	直樹		 ｽｽﾞｷ	ﾅｵｷ	 41	 GUST	CLUB	RACING	 '10	 H-RS125R	 (DL)
24	 松本	和弘		 ﾏﾂﾓﾄ	ｶｽﾞﾋﾛ	 44	 青梅ﾌｧﾝﾄﾑＣ	 '96	 H-RS125R	 (BS)
GP-N125	 	 参加：2台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
18	 寺田	敏保	(06/30)	 ﾃﾗﾀﾞ	ﾄｼﾔｽ	 49	 新	撰	組	 '00	 H-RS125R	 (BS)
52	 西川	貢司		 ﾆｼｶﾜ	ｺｳｼﾞ	 39	 静岡SR+望月太喜十朗& ﾓﾄｰﾙ	 '04	 H-RS125R	 (DL)
NEOプロダクション250	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
21	 齊藤	利実	(06/30)	 ｻｲﾄｳ	ﾄｼﾐ	 30	 RR-1Day-Lisence	 '12	 H-CBR250R	 (PI)
41	 清水	康次		 ｼﾐｽﾞ	ﾔｽｼﾞ	 63	 ﾁｰﾑ日本橋	 '12	 H-CBR250R	 (DL)
51	 大西	知房	(06/30)	 ｵｵﾆｼ	ﾄﾓﾌｻ	 31	 RR-1Day-Lisence	 '12	 H-CBR250R	 (DL)
53	 日原	恵		 ﾋﾊﾗ	ｻﾄｼ	 68	 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '88	 H-SPADA250	 (DL)
56	 鈴木	一郎		 ｽｽﾞｷ	ｲﾁﾛｳ	 63	 ﾁｰﾑ日本橋	 '92	 S-GOOSE250	 (DL)
68	 横山	悟		 ﾖｺﾔﾏ	ｻﾄﾙ	 50	 クラブ	バズ	ライダーズ	 '09	 K-Ninja250R	 (DL)
NEOプロダクション-A	 	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
32	 池西	由成	(06/30)	 ｲｹﾆｼ	ﾖｼﾅﾘ	 39	 TEAM	ZAMAER'S	 '95	 Y-TZR250SPR	 (BS)
35	 小寺	義弘		 ｺﾃﾞﾗ	ﾖｼﾋﾛ	 60	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ	 '89	 H-CBR250R	 (BS)
42	 青木	一雄		 ｱｵｷ	ｶｽﾞｵ	 61	 ﾁｰﾑ ･ ﾊｲ ･ｽﾋﾟー ﾄﾞあおき	 '84	 Y-SRX250F	 (DL)
60	 望月	修司		 ﾓﾁﾂﾞｷ	ｼｭｳｼﾞ	 59	 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー +望月太喜十朗	 '88	 Y-FZR250	 (DL)
61	 佐野	陽太		 ｻﾉ	ﾖｳﾀ	 22	 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽｸﾗﾌﾞ	 '86	 H-CBR250F	 (DL)
87	 名取	秀		 ﾅﾄﾘ	ｼｭｳ	 44	 オートガレージ多摩	 '83	 Y-RZR250	 (BS)
NEOプロダクション-B	 	 参加：1台／賞典外	 	 	 	 	
611	日髙	慎介		 ﾋﾀﾞｶ	ｼﾝｽｹ	 64	 ｶﾜｾﾐ ･ ﾚｰｼﾝｸﾞ･ ｸﾗﾌﾞ	 '79	 shima- ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾊﾞー Ⅲ	 (DL)
2&4-クラブマントロフィー	 参加：5台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
39	 中舘	宏道	(06/30)	 ﾅｶﾀﾞﾃ	ﾋﾛﾐﾁ	 39	 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞ	 '13	 PP-85	 (BS)
40	 黒米	晃一	(06/30)	 ｸﾛｺﾞﾒ	ｺｳｲﾁ	 40	 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '13	 PP- 特攻一番機	 (DL)
59	 小寺	寛之	(06/30)	 ｺﾃﾞﾗ	ﾋﾛﾕｷ	 27	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ	 '92	 H-CRS85	 (BS)
62	 藤巻	光	(06/30)	 ﾌｼﾞﾏｷ	ﾋｶﾙ	 39	 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞ	 '13	 H-CHEVALLIER	841	 (BS)
63	 池野	史典		 ｲｹﾉ	ﾌﾐﾉﾘ	 50	 NOGARO	RACING	 '92	 PP-PNF	 (BS)
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■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）
■C.S.T.T.（クラブマン・スーパー・ツイン・トロフィー）
　750ccよりも大きな一般生産型スポーツモデルであり、2気筒
　車に限る（ゼッケン：赤地×白文字）

■プロダクション600
　市販車ベース、4st.	401〜600cc(2&3気筒は〜750cc)
　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）
■GP125（純レーサー）
　GP-E125（赤地×白文字）／GP-N125（黒地×白文字）
　2st.	101〜125cc/4st.	200〜250cc
　(GP-MONO&NSF250R)　

■NEOプロダクション-250（白地×黒文字）
　2013年までに市販された単気筒〜2気筒・4スト250cc
　H-CBR250R・VTR250・旧VTR250（キャブ仕様）・SPADA250/
　Y-SRX250S/S-GSX250E・GSR250/K-GPZ250R(NINJA)・		
　D-TRACKER・GP-Z250など
■NEOプロダクション-A	（白地×黒文字）
　2スト、4スト問わず一般市販車195〜250cc　※改造範囲は
　2011	NEO-Ⅲ規定と同様（プロダクション車両規則に準ずる）

　H-NSR250/Y-FZ250・TZR250/S-RGV250γなど
■NEOプロダクション-B	（白地×黒文字）
　2スト、4スト一般市販車251〜400(単気筒は660)	cc
　※改造範囲は2011	NEO-Ⅲ規定と同様（プロダクション
　　車両規則に準ずる）
　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

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

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



6 7

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④09：12〜	 決勝③スタート13：15〜／周回数：6周	

NP150	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
36	 玉置	恭朗		 ﾀﾏｷ	ﾔｽﾛｳ	 48	 RF.Team	Jun＆	RSカタクラ	 '08	 H-CBR150	 (BS)
37	 大野	博敏		 ｵｵﾉ	ﾋﾛﾄｼ	 66	 NOGARO	RACING	 '08	 SS-ISHII-02W	 (BS)
46	 髙松	淳		 ﾀｶﾏﾂ	ｼﾞｭﾝ	 53	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '04	 H-CBR150	 (BS)
51	 五味	清貴	(06/30)	 ｺﾞﾐ	ｷﾖﾀｶ	 39	 工房河童	 '08	 Y-YZF-R15	 (DL)
66	 浅見	次郎		 ｱｻﾐ	ｼﾞﾛｳ	 37	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '04	 H-CBR150	 (BS)
67	 小山	悠太		 ｵﾔﾏ	ﾕｳﾀ	 25	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '08	 H-CBR150	 (BS)
158	 井出	章博		 ｲﾃﾞ	ｱｷﾋﾛ	 42	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '05	 H-CBR150	 (BS)
S12	 	 	 参加：3台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
11	 阿部	洋		 ｱﾍﾞ	ﾋﾛｼ	 37	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	 '89	 H-NSR80	 (BS)
54	 吉崎	康二		 ﾖｼｻﾞｷ	ｺｳｼﾞ	 37	 ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｰﾂ忠男 .MC	 '07	 H-CRF150R	 (BS)
157	 堀江	俊介		 ﾎﾘｴ	ｼｭﾝｽｹ	 30	 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ	 	 H-NSR-4st	 (BS)
COTT-E90	 	 参加：7台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
5	 茂木	義信		 ﾓｷﾞ	ﾖｼﾉﾌﾞ	 52	 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ	 '79	 H-CR80RA	 (BS)
6	 有澤	弘幸		 ｱﾘｻﾜ	ﾋﾛﾕｷ	 67	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	 '70	 Y-HT90	 (BS)
8	 藤澤	英一		 ﾌｼﾞｻﾜ	ｴｲｲﾁ	 65	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	 '74	 Y-RD90	 (BS)
9	 秋山	富治		 ｱｷﾔﾏ	ﾄﾐﾊﾙ	 60	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	 '72	 Y-HT90	 (BS)
35	 奥津	靖良		 ｵｸﾂ	ﾔｽﾖｼ	 65	 日大	&	明治MCC	 '80	 Y-YZ80	 (BS)
73	 浜	元司		 ﾊﾏ	ﾓﾄｼﾞ	 58	 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ	 '80	 H-CB50S	 (BS)
88	 畠山	修一		 ﾊﾀｹﾔﾏ	ｼｭｳｲﾁ	 53	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ ･札幌ﾀｰﾄﾙﾗｲﾀﾞｰｽ	 '65	 K-90SS	 (BS)
COTT-N90	 	 参加：2台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
75	 平野	明		 ﾋﾗﾉ	ｱｷﾗ	 50	 BS.M.C	 '64	 BS-EA-1	 (BS)
77	 鈴木	雅國		 ｽｽﾞｷ	ﾏｻｸﾆ	 70	 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '71	 Y-HT-90	 (BS)
COTT-E50	 	 参加：6台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
2	 小林	哲志		 ｺﾊﾞﾔｼ	ﾃﾂｼ	 63	 ﾁｰﾑ	永楽& ｽﾋﾟｰﾄﾞﾊﾟｲﾛｯﾄ	 '68	 S-AC50	 (BS)
25	 野坂	弥太郎	(06/30)	 ﾉｻｶ	ﾔﾀﾛｳ	 66	 RR-1Day-Lisence	 '79	 Y-YB50	 (BS)
38	 丹治	寿男		 ﾀﾝｼﾞ	ﾋｻｵ	 62	 ﾁｰﾑ	永楽&木の実ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '72	 S-AC50	 (BS)
43	 巻島	明		 ﾏｷｼﾏ	ｱｷﾗ	 66	 BS	M.C	 '64	 BS-GB-1	 (BS)
80	 川俣	美弦		 ｶﾜﾏﾀ	ﾐﾂﾙ	 55	 Ozy	&	FSC	motoclub	 '70	 S-AC50	 (BS)
90	 岡	徹郎		 ｵｶ	ﾃﾂﾛｳ	 63	 ﾁｰﾑ	永楽･996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾚｰﾂ	 '68	 S-AS50	 (BS)
COTT-N50	 	 参加：3台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
3	 古田	孝太郎		 ﾌﾙﾀ	ｺｳﾀﾛｳ	 43	 BS.M.C	 '64	 BS-GB1	 (BS)
50	 益子	國光	(06/30)	 ﾏｽｺ	ｸﾆﾐﾂ	 61	 RR-1Day-Lisence	 '64	 BS-GB-1	 (BS)
58	 田島	保夫		 ﾀｼﾞﾏ	ﾔｽｵ	 66	 スパイダーM･C･C	 '79	 H-MB-5	 (BS)
COTT-ドリーム50	 	 参加：1台／賞典外	 	 	 	 	
55	 塩幡	浩樹	(06/30)	 ｼｵﾊﾀ	ﾋﾛｷ	 53	 RR-1Day-Lisence	 '05	 H- ﾄﾞﾘｰﾑ 50R	 (BS)
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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①08：00〜	 決勝④スタート13：40〜／周回数：8周	

サイドカーFⅠ	 	 参加：5台／入賞:	2	位	 	 	 	 	
1	 小林	茂雄	(DRI)		 ｺﾊﾞﾔｼ	ｼｹﾞﾞｵ	 50	 Team	KOBAYASHI	 '90	 WINDLE-ZZR	
	 中山	敏人	(PAS)		 ﾅｶﾔﾏ	ﾄｼﾋﾄ	 48	 Team	KOBAYASHI	 	 	
5	 吉野	晴夫	(DRI)		 ﾖｼﾉ	ﾊﾙｵ	 53	 RSTエフェクタ	 '92	 LCR-HONDA	
	 小松	保範	(PAS)	(06/30) ｺﾏﾂ	ﾔｽﾉﾘ	 31	 RSTエフェクタ	 	 	
6	 原口	修	(DRI)		 ﾊﾗｸﾞﾁ	ｵｻﾑ	 56	 Rising	Sun	Racing	 '90	 LCR-R1	
	 森田	博一	(PAS)		 ﾓﾘﾀ	ﾋﾛｶｽﾞ	 38	 Rising	Sun	Racing	 	 	
8	 中川	穣二	(DRI)		 ﾅｶｶﾞﾜ	ｼﾞｮｳｼﾞ	 54	 Team	Sｋy	Light	 '88	 WINDLE-R1	
	 日比野	千春	(PAS)	ﾋﾋﾞﾉ	ﾁﾊﾙ	 	 Team	Sｋy	Light	 	 	
9	 粕谷	悦次	(DRI)		 ｶｽﾔ	ｴﾂｼﾞ	 55	 Team	赤蜻蛉	 '01	 LCR-GSX-R1000	
	 大木	秀高	(PAS)		 ｵｵｷ	ﾋﾃﾞﾀｶ	 48	 Team	赤蜻蛉	 	 	

サイドカーFⅡ	 	 参加：2台／入賞:	1	位	 	 	 	 	
25	 清野	正光	(DRI)		 ｾｲﾉ	ﾏｻﾐﾂ	 57	 ｳﾞｧﾝﾀﾞ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	ｱﾂｷﾞ	 '06	 MR- ｴｷｯﾌﾟ -599	
	 阿島	高昭	(PAS)		 ｱｼﾞﾏ	ﾀｶｱｷ	 35	 ｳﾞｧﾝﾀﾞ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	ｱﾂｷﾞ	 	 	
76	 佐藤	征司	(DRI)		 ｻﾄｳ	ﾏｻｼ	 42	 ｳﾞｧﾝﾀﾞ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	ｱﾂｷﾞ	 	 YZF-KZ750	
	 栗原	亨	(PAS)		 ｸﾘﾊﾗ	ﾄｵﾙ	 38	 ｳﾞｧﾝﾀﾞ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	ｱﾂｷﾞ
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NP150/S12/COTT-E90・N90・E50・N50・ドリーム50 サイドカー FⅠ・FⅡ

■NP150
　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）
■S12
　車両規定：2&4と同様。（ゼッケン：白地に黒文字）
　排気量：2st.〜85ccまで、4st.〜170ccまで。
　タイヤ：12インチレーシングタイヤのこと。

[COTT=クラブマン・オールドタイマー・ツーリスト・トロフィー]
　ゼッケン：Eクラス＝緑地×白文字／Nクラス＝白地×黒文字
　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（125は1983年まで）
■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
■COTT-ドリーム50
　H-ドリーム50のクラス　

[サイドカー]
レーシングニーラーによるレース
■サイドカーFⅠ　　　　　
　排気量：4st.〜1300cc/2st.〜750cc（ゼッケン：赤地×白文字）
■サイドカーFⅡ　　　　　
　コンプリートレーサーは500ccまで（ゼッケン：白地×黒文字）

発信器の返却はお早めに
朝、受付で貸し出したトランスポンダー（発信器）は、決勝終了後速やかにご返却ください！
特にベテランの方の中で、毎回のように持ち帰ってしまう方がおり、事務局としてもたいへん困惑してお
ります。レーサーをトランポに積み込む際にもう一度、発信器が付いていないかの指差し確認をお願い
します。仮に紛失すると１個10万円以上のペナルティーが課せられます。ご注意ください。

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
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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⑤09：36〜	 決勝⑤スタート14：15〜／周回数：8周	

Super	Max	 	 参加：3台／入賞 :	1	位	 	 	 	
1	 池田	篤		 ｲｹﾀﾞ	ｱﾂｼ	 53	 ASAMAX	DRS	 	 DUCATI-1098S	 (BS)
12	 小泉	順一		 ｺｲｽﾞﾐ	ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ	 42	 ＴＫ-Racing	 '09	 KTM-RC8R	 (PI)
99	 波田	競治郎		 ﾊﾀﾞ	ｹｲｼﾞﾛｳ	 43	 FREEDOM+Team4/3	 '10	 BMW-S1000RR	 (DL)
Fast	Max	 	 参加：7台／入賞 :	2	位	 	 	 	
8	 企画部長	 ｻｵﾄﾒ	ｺｳｲﾁ	 57	 Team	Max10	 	 DUCATI-1198S	 (DL)
15	 菊池	聡		 ｷｸﾁ	ｻﾄｼ	 50	 ﾄﾞ☆ﾗｲﾀﾞー 	 	 DUCATI-999S	 (BS)
23	 尾澤	優和		 ｵｻﾞﾜ	ﾏｻｶｽﾞ	 46	 ﾁｰﾑ	ﾄｰﾀｽ &住地総建ﾁｰﾑ	 '10	 KTM-RC-8	 (PI)
32	 平野	光太郎		 ﾋﾗﾉ	ｺｳﾀﾛｳ	 48	 RT.Remotion	 '09	 TRIUMPH-DAYTONA675	 (DL)
35	 秋葉	康一郎		 ｱｷﾊﾞ	ｺｳｲﾁﾛｳ	 42	 秋葉MC	animo!	 	 BMW-S1000RR	 (BS)
52	 江本	陸		 ｴﾓﾄ	ﾘｸ	 57	 チーム・パールイズミ	 '08	 TRIUMPH-DAYTONA675	 (PI)
154	 井越　	伸和		 ｲｺﾞｼ	ﾉﾌﾞｶｽﾞ	 50	 秋葉MC　animo!	 	 BMW-S1000R	 (DL)
Max3		 	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	
2	 RYOMAX	 ｷﾀﾊﾗ	ﾘｮｳﾏ	 39	 GYRO	RACING	 	 DUCATI-999S	 (BS)
5	 大河原	俊明		 ｵｵｶﾜﾗ	ﾄｼｱｷ	 54	 FREEDOM	 	 MV	AGUSUTA-F4	1+1	 (PI)
6	 金田	隆之		 ｶﾈﾀﾞ	ﾀｶﾕｷ	 48	 Team	GYRO	 	 DUCATI-916SS	 (BS)
7	 営業本部長	 ｳｽｲ	ﾋｻｵ	 62	 Team	MAX10	 	 DUACTI-S4SPL	 (DL)
16	 角田	大典		 ﾂﾉﾀﾞ	ﾀ ｲ゙ｽｹ	 54	 ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ・ﾌﾞﾗｯｸｺﾝｼ ｪ゙	 	 TRIUMPH-675	 (CO)
30	 小川	健		 ｵｶﾞﾜ	ｹﾝ	 47	 ど・らいだーず	 	 DUCATI-749R	 (PI)
Max10	 	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	
4	 坪松	潔		 ﾂﾎﾞﾏﾂ	ｷﾖｼ	 56	 ﾁｰﾑ親子でDS	 	 DUCATI-SS1000DS	 (PI)
11	 栄徳	幸雄		 ｴｲﾄｸ	ﾕｷｵ	 43	 ド☆ライダー	 	 DUCATI-996SPS	 (BS)
14	 永田	義一		 ﾅｶ ﾀ゙	ﾖｼｶｽﾞ	 58	 チーム・パールイズミ	 '06	 BMW-R1200S	 (ME)
33	 渡邊	慎一郎		 ﾜﾀﾅﾍﾞ	ｼﾝｲﾁﾛｳ	 40	 “DUCK	SPEED”	 	 DUACTI-900SS	 (BS)
Max-AC	 	 参加：2台／入賞 :	1	位	 	 	 	
9	 鶴田	邦雄		 ﾂﾙﾀ	ｸﾆｵ	 54	 40th	with	ｻｲｸﾙｻｳﾝﾄ゙ 	 	 DUCATI-SS900ie	 (MI)
10	 永田	憲次		 ﾅｶ ﾀ゙	ｹﾝｼﾞ	 55	 パールイズミRT	 	 DUCATI-MONSTER900	 (ME)
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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③08：48〜	 決勝⑥スタート14：45〜／周回数：6周	

COTT-E125水冷	 	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
7	 小林	赳夫		 ｺﾊﾞﾔｼ	ﾀｹｵ	 66	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	 '77	H-MTR125	 (BS)
32	 中村	和博		 ﾅｶﾑﾗ	ｶｽﾞﾋﾛ	 46	 厚木ﾊｲｽﾋﾟー ﾄﾞ	 '73	H-CR125M	 (BS)
71	 福田	将人		 ﾌｸﾀﾞ	ﾏｻﾄ	 40	 チーム・パールイズミ	 '79	H-MT125R	 (BS)
94	 山下	和昭		 ﾔﾏｼﾀ	ｶｽﾞｱｷ	 45	 厚木ﾊｲｽﾋﾟー ﾄﾞ	 '79	H-RS125RW	 (BS)
COTT-E125空冷	 	 参加：7台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
4	 小林	一馬		 ｺﾊﾞﾔｼ	ｶｽﾞﾏ	 46	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	 '73	H-CR125M	 (DL)
6	 有澤	弘幸		 ｱﾘｻﾜ	ﾋﾛﾕｷ	 67	 ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	 '80	H-CR125	 (BS)
22	 田口	勝雄		 ﾀｸﾞﾁ	ｶﾂｵ	 64	 ﾁｰﾑ	永楽	 '77	H-MT125R	 (BS)
23	 赤石	博行	(06/30)	 ｱｶｲｼ	ﾋﾛﾕｷ	 63	 RR-1Day-Lisence	 '76	Y-DT125	 (BS)
28	 佐野	富三治		 ｻﾉ	ﾄﾐｼﾞ	 50	 チーム・パールイズミ	 '78	H-MT125R	 (BS)
40	 松原	孝範		 ﾏﾂﾊﾞﾗ	ﾀｶﾉﾘ	 42	 ﾄ ｩ゙ ･ ｻﾑｼﾝｸﾞ& ﾁｰﾑ	永楽	 '72	Y-TA125	 (BS)
185	 野坂	嘉明		 ﾉｻｶ	ﾖｼｱｷ	 58	 ﾁｰﾑ	永楽&996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊ ｲ゚ﾚｰﾂ	 '79	H-MT125R	 (BS)
COTT-N125空冷	 	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
12	 川島	福司		 ｶﾜｼﾏ	ﾌｸｼﾞ	 52	 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	 50	 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ	 '73	Y-TA125	 (BS)
19	 永屋	生吾		 ﾅｶﾞﾔ	ｼｮｳｺﾞ	 67	 日大&明治MCC	 '79	Y-YZ125	 (BS)
27	 山田	信一郎		 ﾔﾏﾀﾞ	ｼﾝｲﾁﾛｳ	 46	 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ	 '76	S-GT125	 (BS)
39	 堰本	洋平		 ｾｷﾓﾄ	ﾖｳﾍｲ	 41	 ﾁｰﾑ	永楽	 '74	Y-RD125	 (BS)
60	 望月	修司		 ﾓﾁﾂﾞｷ	ｼｭｳｼﾞ	 59	 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー +望月太喜十朗	 '76	K-KH125	 (DL)
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COTT-E125水冷・空冷/N125空冷

MAX10 Group  

Super	Max/Fast	Max/Max3/Max10/Max-AC

★MAXはピット2F「ブリーフィングルーム」でブリーフィングおよび表彰式を行います。放送に注意してください。

[COTT=クラブマン・オールドタイマー・ツーリスト・トロフィー]
　ゼッケン：Eクラス＝緑地×白文字／Nクラス＝白地×黒文字
　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（125は1983年まで）
■COTT-125空冷/水冷
　COTT=クラブマン・オールドタイマー・ツーリスト・トロフィー
　ゼッケン：Eクラス＝緑地×白文字／Nクラス＝白地×黒文字
　2ストローク125ccベース〜114cc（15%排気量アップ可）／4ストローク125ccベース〜163cc（30%排気量アップ可）
　S10/GT125/MT125/CR125/TA125/RD125/TZ125/C2SS/KX125/CB125/CD125/CD125S/
　CB125JX/CR93等

[Max10グループ]
DUCATIなどの外車のよるスプリントレース
■Super	Max
　富士スピードウェイのラップタイム=上限なし
■Fast	Max
　富士スピードウェイのラップタイム=1分57秒まで
■Max3
　富士スピードウェイのラップタイム=2分03秒まで
■Max10
　富士スピードウェイのラップタイム=2分10秒まで
■Max-AC
　空冷車両
　富士スピードウェイのラップタイム=上限タイムなし

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　
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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⑧10：48〜	 決勝⑧スタート15：40〜／8周	

CSSC-OPEN	 	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
40	 熊谷	勝司		 ｸﾏｶ ｲ゙	ｶﾂｼ	 45	 ZERO	Engineering	 '91	 HD-XL1200	 (BS)
60	 早川	幸夫		 ﾊﾔｶﾜ	ｻﾁｵ	 48	 Mackies	Custom	Cycles	 '02	 HD-XL88C	 (BS)
75	 都築	秀成		 ﾂﾂﾞｷ	ﾋﾃﾞﾅﾘ	 41	 CHARGE	motorcycles	 '96	 HD-XL1200	 (BS)
78	 中川	清人		 ﾅｶｶﾞﾜ	ｷﾖﾄ	 53	 ZERO	Engineering	 '97	 HD-XLH883	 (BS)
139	 石黒	恒好		 ｲｼｸﾞﾛ	ﾂﾈﾖｼ	 43	 ZERO	Engineering	 '84	 HD-XR1000	 (BS)
350	 菊地	信之		 ｷｸﾁ	ﾉﾌﾞﾕｷ	 48	 Ｂ.Ｃ.Ｒ.&	Vee	machine	 '81	 HD-XLH1000	 (BS)
スーパーモンスター80's(A)	 参加：3台	 入賞 :	1	位	 	 	 		
1	 新嘉喜	啓	(06/30)	 ｼﾝｶﾞｷ	ｹｲ	 30	 Yas	oil	Racing	 '77	 K-Z1R	 (DL)
10	 佐藤	史隆	(06/30)	 ｻﾄｳ	ﾌﾐﾀｶ	 37	 FIX	 '79	 K-KZ1000MkⅡ	 (PI)
380	 宮田	大輔		 ﾐﾔﾀ	ﾀ ｲ゙ｽｹ	 42	 Ｂ.Ｃ.Ｒ	 '74	 K-Z1	 (BS)
スーパーモンスター80's(B)	 参加：5台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
9	 坂本	和久		 ｻｶﾓﾄ	ｶｽﾞﾋｻ	 47	 FREEDOM	 '95	 DUCATI-900M	 (PI)
11	 立野	卓		 ﾀﾂﾉ	ﾀｶｼ	 51	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ	 '04	 Y-XJR1300	 (DL)
17	 鈴木	隆		 ｽｽﾞｷ	ﾀｶｼ	 46	 RF.Team	Jun＆	RSカタクラ	 '86	 Y-FZ750	 (BS)
33	 瀬崎	隆	(06/30)	 ｾｻﾞｷ	ﾀｶｼ	 41	 ﾊﾔｼｶｽﾀﾑ・ﾗｲﾀﾞー ｽ・ｸﾗﾌﾞ	 '98	 Y-XJR1300	 (BS)
66	 下村	博一		 ｼﾓﾑﾗ	ﾋﾛｶｽﾞ	 48	 RACING	TEAM	GET	SET	 '94	 Y-XJR1200	 (PI)
OV40-GP	 	 参加：10台／入賞 :	3	位	 	 	 	 	
3	 中村	清隆	(06/30)	 ﾅｶﾑﾗ	ｷﾖﾀｶ	 45	 B.C.N	 '10	 DUCATI-STREET	FIGHTER	 (BS)
7	 PAUL	TIMMONS	ﾎﾟー ﾙ	ﾃｨﾓﾝｽﾞ	 48	 FREEDOM	 '10	 H-CBR1000RR	 (DL)
23	 尾澤	優和		 ｵｻﾞﾜ	ﾏｻｶｽﾞ	 45	 ﾁｰﾑ	ﾄｰﾀｽ &住地総建ﾁｰﾑ	 '10	 KTM-RC-8	 (PI)
46	 石川	充彦		 ｲｼｶﾜ	ﾐﾂﾋｺ	 47	 RACING	TEAM	GET	SET	 '07	 S-GSX-R1000	 (DL)
73	 旭	竜一		 ｱｻﾋ	ﾘｭｳｲﾁ	 48	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '05	 S-GSX-R1000	 (BS)
98	 西川	暢行	(06/30)	 ﾆｼｶﾜ	ﾉﾌﾞﾕｷ	 45	 津久井オート&KJR	 '07	 S-GSX-R1000	 (DL)
113	 中川	敏	(06/30)	 ﾅｶｶﾞﾜ	ｻﾄｼ	 44	 津久井オート	 '11	 BMW-S1000RR	 (MI)
118	 芹田	裕人		 ｾﾘﾀ	ﾋﾛﾄ	 44	 GOGレーシングチーム	 '06	 S-GSX-R1000	 (BS)
165	 谷脇	健司	(06/30)	 ﾀﾆﾜｷ	ｹﾝｼﾞ	 49	 CLUB	GO	AHEAD	 '06	 S-GSX-R1000	 (BS)
666	 野口	祥		 ﾉｸﾞﾁ	ｼｮｳ	 53	 アルビスピードワゴン	 '98	 S-GSX-R750	 (PI)
OV40-セニア	 	 参加：11台／入賞 :	3	位	 	 	 	 	
12	 吉田	信宏		 ﾖｼﾀﾞ	ﾉﾌﾞﾋﾛ	 56	 RT. ﾓﾄﾌﾟﾗﾝ V4 ｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ	 	 Y-RZV500R	
14	 市村	義郎		 ｲﾁﾑﾗ	ﾖｼﾛｳ	 55	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	ｽｳｨﾝｸﾞ	 '05	 H-CBR1000RR	 (BS)
15	 安藤	聡	(06/30)	 ｱﾝﾄﾞｳ	ｻﾄﾙ	 48	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	 	 H-VTR1000F	 (BS)
25	 小川	藤生		 ｵｶﾞﾜ	ﾌｼﾞｵ	 58	 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ100R.BRC	 '05	 K-ZX-10R	 (BS)
27	 有馬	照久		 ｱﾘﾏ	ﾃﾙﾋｻ	 52	 mana-tura	Aki	RACING	TEAM	'05	 K-ZX6-R	 (DL)
45	 笹川	活禎		 ｻｻｶﾞﾜ	ｶﾂﾖｼ	 48	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾞ	 '88	 H-VTR1000F	 (PI)
47	 大畑	孝之		 ｵｵﾊﾀ	ﾀｶﾕｷ	 58	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ	 '98	 S-GSF1200	
56	 佐久間	岳		 ｻｸﾏ	ﾀｶｼ	 52	 NNRC	ｶﾞﾚｰｼﾞｺｰﾅｰ	ﾄﾞﾘﾝﾀﾞ	 '09	 S-GSX-R1000	 (BS)
82	 永岡	秀敏	(06/30)	 ﾅｶﾞｵｶ	ﾋﾃﾞﾄｼ	 51	 YSP富士吉田	 '09	 Y-YZF-R1	 (BS)
123	 山崎	芳雄	(06/30)	 ﾔﾏｻﾞｷ	ﾖｼｵ	 65	 ﾌﾞﾙ ﾌーｧﾙｺﾝ RT& ｺﾛﾝﾊﾞー ｽⅢ	 '08	 H-CBR1000RR	 (DL)
124	 黒釜	孝之	(06/30)	 ｸﾛｶﾏ	ﾀｶﾕｷ	 56	 豊橋	R.C.	COSMOS	 '99	 S-GSX1300R隼	 (DL)

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	

タイムアタック⑥10：00〜	 決勝⑦スタート15：10〜／周回数：6周	

LOC-ウルトラライトウェイト	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
1	 白井	祐樹		 ｼﾗｲ	ﾕｳｷ	 35	 柴又ﾋｽﾄﾘｯｸﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ	 '65	 H-CB93	 (DL)
23	 太田	毅		 ｵｵﾀ	ﾂﾖｼ	 50	 ﾁｰﾑ	永楽&Jiro's	 '63	 BULTACO-TSS125	 (DL)
57	 並木	国夫		 ﾅﾐｷ	ｸﾆｵ	 63	 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ	 '64	 ｸﾞﾘﾀｺ -196	 (DL)
92	 矢島	和夫		 ﾔｼﾞﾏ	ｶｽﾞｵ	 66	 LOCC	 '60	 H-CB95	 (BS)
95	 川越	吏		 ｶﾜｺﾞｴ	ﾂｶｻ	 53	 柴又ﾋｽﾄﾘｯｸﾚｰｼﾝｸ ｸ゙ﾗﾌﾞ	 '61	 H-CB92	 (BS)
106	 宇敷	慶一郎		 ｳｼｷ	ｹｲｲﾁﾛｳ	 40	 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '64	 H-CB93	 (BS)
LOC-ライトウェイトA	 	 参加：6台／入賞 :	2	位	 	 	 	
2	 金野	和夫		 ｶﾈﾉ	ｶｽﾞｵ	 61	 ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾚｰｼﾝｸﾞ	 '63	 BULTACO-TSS	
16	 松田	勝弘		 ﾏﾂﾀﾞ	ｶﾂﾋﾛ	 57	 ﾁｰﾑ	永楽	 '64	 DUCATI-MACH-1	 (DL)
18	 井上	壮太郎		 ｲﾉｳｴ	ｿｳﾀﾛｳ	 57	 井上ﾎﾞー ﾘﾝｸﾞﾚｰｼﾝｸﾞﾃｨｰﾑ	 '66	 BULTACO-Metralla	MkⅡ	
47	 横瀬	文明		 ﾖｺｾ	ﾌﾐｱｷ	 66	 翼スピードクラブ	 '64	 H-CB72	 (DL)
141	 後藤	成久		 ｺﾞﾄｳ	ﾅﾘﾋｻ	 33	 TEAM	ANIMAL	BOAT	 '64	 H-CB72	 (DL)
211	 御林	正樹		 ﾐﾊﾔｼ	ﾏｻｷ	 44	 ｶﾚｰｽﾋﾟー ﾄ゙ ｸﾗﾌﾞ	 '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	 	 	 	 	
15	 志鎌	一正		 ｼｶﾏ	ｶｽﾞﾏｻ	 50	 無限空間	&	ﾗｲﾄﾃﾞｻ ｲ゙ﾝ	 '70	 H-CB125S	 (BS)
243	 西川	隆幸		 ﾆｼｶﾜ	ﾀｶﾕｷ	 63	 RCかなべえ	&	MCR	 '72	 H-SL250	 (AV)
LOC-ジュニアA	 	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
3	 山田	勝		 ﾔﾏﾀﾞ	ﾏｻﾙ	 71	 ALL	JAPAN	L.O.C.C.	 '63	 ﾄﾘｶｯﾃｨ -	 (DL)
14	 田主	智基		 ﾀﾇｼ	ﾄﾓｷ	 43	 ｶﾚｰｽﾋﾟー ﾄ゙ ｸﾗﾌﾞ	 '63	 H-CB77	 (AV)
144	 武笠	大輔		 ﾑｶｻ	ﾀ ｲ゙ｽｹ	 43	 ｶﾚｰｽﾋﾟー ﾄ゙ ｸﾗﾌﾞ	 '65	 H-CB77	 (DL)
148	 牧野	宏紀		 ﾏｷﾉ	ﾋﾛｷ	 44	 Team	Ted's	Special	 '64	 H-CB77	 (DL)
LOC-ジュニアB	 	 参加：3台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
7	 金田	将征		 ｶﾈﾀﾞ	ﾏｻﾕｷ	 42	 FLYNG	ACE	 '74	 MV	AGUSTA-350S	 (DL)
145	 坂本	貴則		 ｻｶﾓﾄ	ﾀｶﾉﾘ	 59	 エム・８ストローク＆カフェレーサー	 '72	 Y-TD-3	 (DL)
174	 狩野	達也		 ｶﾉｳ	ﾀﾂﾔ	 66	 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '71	 H-CB350	 (DL)
LOC-セニアA	 	 参加：9台／入賞 :	3	位	 	 	 	 	
5	 斉藤	操		 ｻｲﾄｳ	ﾐｻｵ	 35	 ﾁｰﾑ ･ ﾊｲ ･ｽﾋﾟー ﾄ゙ あおき	 '73	 TRYUMPH-T100R ﾃ ｲ゙ﾄﾅ	(DL)
31	 赤石	巌		 ｱｶｼ	ｲﾜｵ	 59	 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '61	 ﾏﾁﾚｽ -G50	 (DL)
52	 津軽	承徳		 ﾂｶﾞﾙ	ﾂｸ ﾉ゙ﾘ	 59	 ALL	JAPAN	L.O.C.C.	 '62	 ﾏﾁﾚｽ -G50	 (DL)
64	 福田	恒文		 ﾌｸﾀﾞ	ﾂﾈﾌﾐ	 68	 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '61	 NORTON-MANX	 (DL)
80	 河瀬	徳康		 ｶﾜｾ	ﾉﾘﾔｽ	 48	 東海珈琲倶楽部	 '65	 H-CB450	 (DL)
105	 宮崎	健太郎		 ﾐﾔｻﾞｷ	ｹﾝﾀﾛｳ	 43	 The	Motorcycle	Classics	 '59	 NORTON-MANX30M	 (AV)
129	 鈴木	克直		 ｽｽﾞｷ	ｶﾂﾅｵ	 57	 ALL	JAPAN	L.O.C.C.	 '62	 NORTON-MANX30M	 (DL)
188	 真下	正雄		 ﾏｼﾓ	ﾏｻｵ	 61	 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '56	 BSA-Goldstar	 (DL)
514	 久保田	圭		 ｸﾎ ﾀ゙	ｹｲ	 39	 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '62	 BSA-Goldstar	 (DL)
LOC-PRE1950	 	 参加：2台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
103	 薄田	徳明		 ｳｽﾀﾞ	ﾉﾘｱｷ	 45	 ALL	JAPAN	L.O.C.C.	 '38	 NORTON-Model30	 (AV)
369	 加藤	明彦		 ｶﾄｳ	ｱｷﾋｺ	 60	 ｴﾑﾌﾟﾚｽｸﾗﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ	 '38	 ﾍﾞﾛｾｯﾄ KTT-Mk.8	
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CSSC-OPEN/Super	Monster	80's-A&B/オーバー 40GP・SE
LOC Group	
ULW/LW-A・B/JR-A・B/SE-A/PRE1950

YSP西東京
住所	 ：〒	177-0052 東京都	西東京市	田無町 6-5-19
TEL		 ：042-497-6293 ／ FAX	：042-497-6294
定休日	 ：水曜日／営業時間：AM	10:00〜 PM	7:00
URL	 ：http://yspnishitokyo.com/
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タイムアタック⑨11：12〜	 決勝⑨スタート16：10〜／6周	

LOC-セニアB	 	 参加：5台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
6	 鈴木	一臣		 ｽｽﾞｷ	ｶｽﾞｵﾐ	 38	 ｶﾚｰｽﾋﾟー ﾄ゙ ｸﾗﾌﾞ	 	 K-H1RA	
15	 髙木	康順		 ﾀｶｷﾞ	ｺｳｼ ｭ゙ﾝ	 59	 ｴﾑ ･ｽﾄﾛｰｸ & ｶﾌｪﾚｰｻｰ ･細矢製作所	 '72	 H-CB500	 (DL)
67	 牧	敏彦		 ﾏｷ	ﾄｼﾋｺ	 58	 ALL	JAPAN	L.O.C.C.	 '68	 PATON-500GP	 (AV)
88	 稲嶋	展章		 ｲﾅｼﾏ	ﾉﾌﾞｱｷ	 45	 ﾁｰﾑ	ｴｲﾄｽﾄﾛｰﾙ豊橋	 '65	 H-CB450	 (DL)
323	 神田	善久		 ｶﾝﾀﾞ	ﾖｼﾋｻ	 53	 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：7台／入賞 :	2	位	 	 	 	 	
21	 瀧川	秀樹		 ﾀｷｶﾞﾜ	ﾋﾃﾞｷ	 37	 ｸﾞﾗｯﾄ゙ ｽﾄ ﾝー	&	R.C.C	 '62	 TRITON-T110	 (DL)
23	 前島	壮		 ﾏｴｼﾞﾏ	ﾀｹｼ	 39	 ｶﾚｰｽﾋﾟー ﾄ゙ ｸﾗﾌﾞ	 '62	 HD-KR-TT	LOWBOY	 (DL)
34	 渡辺	一隆		 ﾜﾀﾅﾍﾞ	ｶｽ ﾀ゙ｶ	 38	 東海珈琲倶楽部	 '56	 Royal	Enfield-500	 (DL)
79	 杉本	恭平		 ｽｷﾞﾓﾄ	ｷｮｳﾍｲ	 33	 BERRY	BADS	RACING	 '68	 BSA-A65T	 (DL)
96	 小山	武臣		 ｺﾔﾏ	ﾀｹﾄﾐ	 36	 TRIDE	MCS	 '61	 TRIUMPH-T120R	 (BS)
117	 森江	祥二		 ﾓﾘｴ	ｼｮｳｼﾞ	 48	 東海珈琲倶楽部	 '62	 TRITON-T120	 (DL)
130	 柴	敏昭		 ｼﾊﾞ	ﾄｼｱｷ	 61	 シバーズ	 '62	 TRITON	 (DL)
LOC-ヘビーウェイトB	 	 参加：14台／入賞 :	4	位	 	 	 	 	
4	 佐藤	真郎		 ｻﾄｳ	ﾏｻｵ	 65	 ALL	JAPAN	L.O.C.C.	 '69	 BSA- ﾛｹｯﾄｽﾘｰ	 (DL)
20	 土井	敬一		 ﾄ ｲ゙	ｹｲｲﾁ	 47	 極東CLUB	OBSOLETE	 '72	 TRIUMPH- ﾛﾌ ﾉ゙ｰｽﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄ	 (DL)
25	 金子	広幸		 ｶﾈｺ	ﾋﾛﾕｷ	 49	 ﾊｳｽﾛｯｶｰｽﾞ旧車倶楽部	 '72	 H-CB750	 (DL)
43	 滝沢	伸介		 ﾀｷｻﾞﾜ	ｼﾝｽｹ	 46	 LSR+HOT	DOCK	 '72	 HD-XR750	 (BS)
44	 長瀬	智也		 ﾅｶﾞｾ	ﾄﾓﾔ	 34	 LSR+HOT	DOCK	 '72	 HD-XR750	 (BS)
45	 河北	啓二		 ｶﾜｷﾀ	ｹｲｼﾞ	 58	 TEAM-HOT-DOCK	 '72	 HD-XR750	 (BS)
61	 小沢	和之		 ｵｻﾞﾜ	ｶｽﾞﾕｷ	 52	 ハナコRT	 '82	 TRIUMPH-T140 ﾎﾞﾝﾈﾋﾞﾙ 750	 (DL)
72	 加藤	千昌		 ｶﾄｳ	ｾﾝｼｮｳ	 50	 ハウスロッカーズ旧車倶楽部	 '71	 H-CB750four	 (DL)
91	 山本	時彦		 ﾔﾏﾓﾄ	ﾄｷﾋｺ	 60	 ロッカーズ	and	カフェ	 '72	 H-CB500	 (DL)
97	 渡邊	清和		 ﾜﾀﾅﾍﾞ	ｷﾖｶｽﾞ	 46	 ｵｰﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸ	ﾌｼﾞｼﾏ	 '72	 HD-XR750	 (DL)
101	 正木	茂		 ﾏｻｷ	ｼｹﾞﾙ	 57	 ｷ ｬ゙ﾝﾌﾞﾗｰ RT	 '72	 MV	AGSTA-F750	 (AV)
170	 阪田	匠郎		 ｻｶﾀ	ﾀｸﾛｳ	 41	 ﾘﾊ ﾀ゙ﾘｱ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '85	 TRIUMPH-T140	 (DL)
186	 長谷川	純也		 ﾊｾｶﾞﾜ	ｼ ｭ゙ﾝﾔ	 37	 東海珈琲倶楽部	 '76	 H-CB750	 (DL)
666	 藤久	直也		 ﾌｼﾞﾋｻ	ﾅｵﾔ	 34	 ﾘﾊ ﾀ゙ﾘｱ	ﾚｰｼﾝｸﾞ	 '84	 TRIUMPH-T140	 (DL)
LOC- ﾍﾋﾞー ｳｴｲﾄｵ ﾌーﾟﾝ B	 	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
10	 小見	洋人		 ｺﾐ	ﾋﾛﾋﾄ	 39	 plus	A	with	M.M.C	 '70	 Y-XS-1	 (PI)
66	 田島	優二		 ﾀｼﾞﾏ	ﾕｳｼﾞ	 55	 CRC ﾌﾞﾚｲﾋﾙ	 '69	 H-CB750改RSC	 (AV)
100	 中井	恒和		 ﾅｶｲ	ﾂﾈｶｽﾞ	 44	 ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄ゙ RT	 '71	 H-CB750	 (DL)
750	 枝根	登		 ｴﾀﾞﾈ	ﾉﾎﾞﾙ	 49	 CLIMB	Racing	 '72	 H-CB750	 (DL)
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★LOCは37番ピット前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）

LOC Group 
SE-B/HW-A・B/HWO-B

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⑩11：36〜	 決勝⑩スタート16：35〜／6周	

AVCC-MDF-A	 	 参加：8台／入賞 :	2	位	 	 	 	
10	 坂本	三夫		 ｻｶﾓﾄ	ミツオ	 49	 K,e,s金森ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ	 '63	 HD-FL1418	 (DL)
19	 横山	宗平		 ﾖｺﾔﾏ	ｿｳﾍｲ	 55	 ZERO	engineering	 '46	 HD-FL1340	 (DL)
34	 江口	智章		 ｴｸﾞﾁ	ﾄﾓｱｷ	 40	 ZERO	Engineering	 '48	 HD-EL1340	 (DL)
35	 片山	哲郎		 ｶﾀﾔﾏ	ﾃﾂﾛｳ	 52	 MAVAZI	RACING	 '47	 HD-FL1340	 (DL)
48	 稲葉	政信		 ｲﾅﾊﾞ	ﾏｻﾉﾌﾞ	 42	 CHARGE	motorcycles	 '48	 HD-FL1440	 (DL)
49	 三浦	公近		 ﾐｳﾗ	ｷﾐﾁｶ	 41	 ZERO	engineering	 '60	 HD-FL1340	 (DL)
51	 渡辺	拓也		 ﾜﾀﾅﾍﾞ	ﾀｸﾔ	 41	 CHARGE	motorcycles	 '49	 HD-FL1440	 (DL)
61	 永田	純一		 ﾅｶ ﾀ゙	ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ	 39	 MAVAZI	RACING	 '47	 HD-FL1340	 (DL)
AVCC-STOCK-A	 	 参加：1台／賞典外	 	 	 	
24	 増田	剛規		 ﾏｽﾀﾞ	ﾀｹﾉﾘ	 41	 4	Speed	 '48	 HD-FL1200	
AVCC-STOCK-B	 	 参加：4台／入賞 :	1	位	 	 	 	 	
22	 小川	竜一		 ｵｶﾞﾜ	ﾘｭｳｲﾁ	 37	 Wheelies	Racing	Team	 '42	 HD-WL750	 (DL)
81	 新海	雅典		 ｼﾝｶｲ	ﾏｻﾉﾘ	 47	 ハンド	チャレンジ	シップ	 '42	 HD-WL750	 (DL)
85	 田邊	英孝		 ﾀﾅﾍﾞ	ﾋﾃ ﾀ゙ｶ	 38	 Hungry-Devil's+Natural	Steel	Works	 '42	 HD-WLA750	 (DL)
97	 石神	竜也		 ｲｼｶﾞﾐ	ﾀﾂﾔ	 37	 Eiko	Racing	 '42	 HD-WLA750	 (DL)

AVCC-MDF-A/STOCK-A・B

★AVCCは35番ピット前で表彰式を行います。（レース後タワー前での暫定表彰も行います）

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

■CSSC-OPEN
　ハーレー・スポーツスターのクラス。
■スーパーモンスター80'S
　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）
■OV40-GP	
	　40歳以上　'91以降の4気筒／ '99以降の2気筒／50歳未満　スリックタイヤ使用可
■OV40-セニア　	
　50歳以上　車両の制限無し／50歳未満でもOV40-GPに該当しない車両で出走可／単気筒車両はセニアクラスで出走可

[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）に生産されたモーターサイクルに限ります。
■ウルトラライトウェイトクラス（200cc以下）
■ライトウェイトクラス（201~250cc）
■ジュニアクラス（251~350cc）
■セニアクラス（351~500cc）
■ヘビーウェイトクラス（501~750cc）
■ヘビーウェイトオープンクラス（751cc以上）
■PRE1950クラス（1950年までの生産車・排気量不問）
　※ウルトラライトウェイトとPRE1950以外の５クラスは、1967年以前を"Ａ "、1968年以後を"Ｂ "とします。

[AVCC]
　ハーレーやインディアンなどの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=改造車で750ccより大きい車両のクラスがA/750cc以下がB
■AVCC-STOCK-A/B
　STOCK=ストック状態で750ccより大きい車両のクラスがA/750cc以下がB
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Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club

[MCFAJ]
E-UL		 1'50.776	(8	/	8)		 148.288	km/h		 9		 高原	昌幸		 	EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ + ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ
N-UL		 1'54.666	(4	/	8)		 143.258	km/h		 51	 	水津	英彦		 Team	PRIZE
CSTT		 2'01.629	(8	/	8)		 135.057	km/h		 54		 霧生	晴彦		 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ
EP600		 1'56.847	(8	/	8)		 140.584	km/h		 34	 	山口	巡		 Team	γ -GTP
NP600		 1'56.596	(7	/	8)		 140.886	km/h		 74		 新井	智昭	 	TK-Square
SM80'sA		 1'58.661	(6	/	7)		 138.435	km/h		 28		 脇	淳		 	B.C.R
SM80'sB		 2'06.641	(6	/	7)		 129.712	km/h		 11		 立野	卓		 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ
OV40-GP		 1'51.602	(7	/	7)		 147.191	km/h		 2		 蔵本	勝美		 	ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾚｰｼﾝｸﾞ★TSK
OV40 ｾﾆｱ	 1'50.208	(7	/	7)	 	149.053	km/h		 123	 	山崎	芳雄	 	ｺﾛﾝﾊﾞｰｽⅢ
GP-E125		 2'02.471	(6	/	8)		 134.128	km/h		 1		 岡田	伸幸		 	ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ
GP-N125		 2'15.573	(4	/	8)		 121.166	km/h		 93		 舩越	勲	 	ﾑﾄｰﾃｸﾆｶﾙｻﾌﾟﾗｲ &	S.∀ .R.C
NEO250		 2'27.608	(6	/	7)		 111.287	km/h		 54		 岡本	亜土		 	TK-Square
NEOⅢA		 2'10.703	(2	/	8)		 125.680	km/h		 52	 	西川	貢司		 	静岡ｽﾎﾟｰﾂﾗｲﾀﾞｰｽ +望月太喜十朗
NEOⅢB		 2'17.283	(8	/	8)		 119.656	km/h		 95		 藤元	正博		 	日東ﾓｰﾀｰｽ
2&4		 2'16.867	(6	/	8)		 120.020	km/h		 47		 斉藤	孝弘		 NOGARO	RACING
NP150		 2'29.811	(5	/	6)		 109.650	km/h		 37		 大野	博敏		 	NOGARO	RACING
S12		 2'34.802	(5	/	6)		 106.115	km/h		 11		 阿部	洋		 	ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ
ﾄﾞﾘｰﾑ 50		 3'19.100	(5	/	5)		 82.505	km/h		 55		 塩幡	浩樹		 	RR-1Day-Lisence
COTTN250		 2'19.023	(2	/	5)		 118.159	km/h		 33		 前田	義生		 	大成AMCO ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
COTTE125		 2'20.273	(5	/	5)		 117.106	km/h		 69		 倉持	利夫		 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ RT+単車工房道楽RT
COTTN125		 2'30.542	(3	/	3)		 109.118	km/h	 	27	 	山田	信一郎	 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ
COTT-E90		 2'35.941	(3	/	6)		 105.340	km/h		 8	 	藤澤	英一		 	ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ
COTT-N90		 2'43.591	(6	/	6)	 	100.414	km/h		 35		 奥津	靖良		 日大MC	&	明治MCC
COTT-E50		 2'49.694	(5	/	6)		 96.802	km/h		 38		 丹治	寿男		 	ﾁｰﾑ	永楽
COTT-N50		 3'07.394	(5	/	5)		 87.659	km/h		 53		 村田	博	 	Ozy&GOOD	SPEED
サイドカーFⅠ		 2'02.153	(6	/	7)		 134.477	km/h		 9		 粕谷	悦次	 大木	秀高	/	Team	赤蜻蛉
サイドカーFⅡ		 2'02.704	(6	/	7)		 133.873	km/h		 66		 渡辺	正人	 安田	武司	/	Rising	Sun	Racing
CSSC-OPEN		 2'12.071	(6	/	6)		 124.379	km/h		 40		 熊谷	勝司		 	ZERO	Engineering
AVCC-MDF-A		 2'37.501	(5	/	5)		 104.296	km/h	 47	 	長瀬	智也		 	LSR+HOT	DOCK
AVCC-MDF-B		 2'40.296	(4	/	5)		 102.478	km/h		 93	 	瀬戸	伸欣		 	Movingson
AVCC-STOCK-A		 3'07.131	(5	/	5)		 87.782	km/h		 88		 佐藤	友洋		 	Hungry-Devils
AVCC-STOCK-B		 2'46.340	(2	/	5)		 98.754	km/h		 22	 	小川	竜一	 	Wheelies	Racing

[LOC-GROUP]
LOC-ULW		 3'00.707	(2	/	5)		 90.903	km/h		 23		 太田	毅		 	ﾁｰﾑ	永楽+Jiro's
LOC-LWA		 2'40.889	(5	/	6)		 102.100	km/h		 47		 横瀬	文明		 翼ｽﾋﾟｰﾄﾞｸﾗﾌﾞ
LOC-LWB		 2'26.437	(4	/	6)		 112.177	km/h		 147		髙橋	建夫		 ｴｲﾄｽﾄﾛｰｸ豊橋& ｶﾌｪﾚｰｻｰ
LOC-JrA		 2'28.214	(5	/	6)		 110.832	km/h		 3		 山田	勝		 ALL	JAPAN	L.O.C.C.
LOC-JrB		 2'29.539	(6	/	6)		 109.850	km/h		 51		 坂本	貴則		 ｴﾑ ･8 ｽﾄﾛｰｸ & ｶﾌｪﾚｰｻｰ
LOC- ｾﾆｱ A		 2'24.477	(4	/	6)		 113.698	km/h		 66		 田島	優二		 	CRC ﾌﾞﾚｲﾋﾙ
LOC- ｾﾆｱ B		 2'20.010	(4	/	6)		 117.326	km/h		 15		 髙木	康順	 	ｴﾑ ･ ｴｲﾄｽﾄﾛｰｸ & ｶﾌｪﾚｰｻｰ
LOC-HW-A		 2'24.356	(6	/	6)		 113.794	km/h		 111		長谷川	純也		 	東海珈琲倶楽部
LOC-HW-B		 2'22.612	(3	/	6)		 115.185	km/h		 61		 小沢	和之		 ﾊﾅｺ RT
LOC-HW-OP-B		 2'11.629	(6	/	6)		 124.796	km/h		 101		中井	恒和		 	ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ RT
LOC-PRE1950		 2'56.398	(4	/	5)		 93.124	km/h		 103		薄田	徳明		 ALL	JAPAN	L.O.C.C.

[MAX10-GROUP]	(2011.08.28)
SuperMAX	 1'47.825	(4	/	10)		 152.347	km/h		 86　	中村	勇志	 丸富ﾚｰｼﾝｸ
FastMax		 1'58.067	(2	/	10)		 139.131	km/h		 18　	高橋	徹	 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ
MAX3		 1'59.331	(4	/	10)		 137.657	km/h	 	88		 五月女	孝一	 Team	MAX10
MAX10		 2'07.797	(7	/	9)		 128.538	km/h	 11　	大塚	卓	 ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ ･ ｺｸﾎﾞﾚｰｽ部
MAX10-AC	 2'06.247	(9	/	9)		 130.116	km/h		 55　	石毛	弘治	 丸富ｵｰﾄﾚｰｼﾝｸ	

FASTEST	LAP  (2012.RR-2.FUJI-SPEEDWAY)
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2012MCFAJ クラブマンロードレース各クラスにおいてランキング上位となったライダーに記念品をご用意しまし
た。まだ受け取っていないライダー（◎印）または関係者の方は大会事務局までおこしください。

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　


