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　平成２8 年 3 月27 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
 　　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 〜 08：08  GP-125(4)/NEO-250(4)/NEO-A(3)/NEO-B(2)/2&4(1)
 ②　07：59までに集合 08：14 〜 08：22 NP150(3)/C.O.T.T.-125 水冷 (2)・空冷 (6)
   C.O.T.T.-90(10)・50(4)
 ③　08：13までに集合 08：28 〜 08：36 Max10-ⅡA(4)・ⅡB(4)/Max15(2)/80'S-B(3)/Junior(2) 
 ④　08：27までに集合 08：42 〜 08：50 E アンリミ(9)/N アンリミ(3)/EP600(4)/NP600(2)
 ⑤　08：41までに集合 08：56 〜 09：04 Super Max(7)/Max4(6)/Max7-A 空冷 (3)/Max7-B 水冷 (10)
 ⑥　08：55までに集合 09：10 〜 09：18 スーパーモンスター 80's-A(19)・B(2)
 ◆リタイヤ引き上げ（5 分）
 ⑦　09：14までに集合 09：29 〜 09：37 オーバー 40レジェンド(3)/C.S.S.C.-OPEN(7)
 ⑧　09：28までに集合 09：43 〜 09：51 L.O.C.=ULW(3)/LW-A(6)・B(3)/JR-A(2)・B(6)/PRE1950(3)
 ⑨　09：42までに集合 09：57 〜 10：05 A.V.C.C.=MDF-A(2)・B(4)/STOCK-A(1)・B(7)/FSCR(7)
 ⑩　09：56までに集合 10：11 〜 10：19  L.O.C.=SE-A(2)・B(5)/HW-A(3)・B(5)/HWO-B(6)
 ⑪　10：10までに集合 10：25 〜 10：33 サイドカー (6)
 ⑫　10：24までに集合 10：39 〜 10：54 エンデュランス3000
   SP12(4)2st.GP(4)/4st.GP(3)/FL-1(6)/FL-2(2)/FL-4(11)/T-MAX(5)
 ◆リタイヤ引き上げ（5 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　10：45までに集合 11：05 〜 11：15 8 周  GP-125/NEO-250/NEO-A/NEO-B/2&4
 ②　11：06までに集合 11：26 〜 11：35 7 周  スーパーモンスター 80's-A・B      
 ③　11：26までに集合 11：46 〜 11：56 8 周  E アンリミ/N アンリミ/EP600/NP600 
 ④　11：47までに集合 12：07 〜 12：17 8 周  Super Max/Max4 
 ⑤　12：08までに集合 12：28 〜 12：37 6 周  NP150/C.O.T.T.-125 水冷 /125 空冷 /90/50 
 ⑥　12：28までに集合 12：48 〜 12：57 7 周  Max7-A 空冷・B 水冷
◆リタイヤ引き上げ（5 分）
 ⑦　12：48までに集合 13：08 〜 13：17 7 周  オーバー 40レジェンド/C.S.S.C.-OPEN
 ⑧　13：08までに集合 13：28 〜 13：37 7 周  Max10-ⅡA・ⅡB/Max15/80'S-B/Junior
 ⑨　13：28までに集合 13：48 〜 13：56 6 周  L.O.C.=ULW/LW-A・B/JR-A・B/PRE1950 
 ⑩　13：47までに集合 14：07 〜 14：15 6 周  A.V.C.C.=MDF-A・B/STOCK-A・B/FSCR 
 ⑪　14：06までに集合 14：26 〜 14：34 6 周  L.O.C.=SE-A・B/HW-A・B/HWO-B 
 ⑫　14：25までに集合 14：45 〜 14：54 7 周  サイドカー
 ⑬　14：45までに集合 15：05 〜 15：50 45 分 エンデュランス3000     
　※上記スケジュールは変更の可能性もあります。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。

　※エントラントリストは決勝順に掲載しております。

(2016.03.23 更新 )

2016 CLUBMAN ロードレース第 1戦  
※赤文字部分が印刷物からの訂正箇所です

MCFAJ	 =115台
MAX10	 =41台
L.O.C.			 =44台
ED3000	 =35チーム
総出走台数=235台

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	 	 車両名	 タイヤ

タイムアタック①08：00〜	 決勝①スタート11：05〜／周回数：8周	

GP125	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
1 岡田 伸幸  ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 49 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '98 H-RS125R (BS)
6 木村 一弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 52 RACING HORNET '97 H-RS125R (DL)
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)
13 石川 武  ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 50 TEAM WIN-JACK '95 H-RS125R (BS)
NEO ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 250	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
16 橋本 裕之  ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 48 AB ROAD '88 H-VT250 SPADA (IRC)
33 川角 龍矢  ｶﾜｽﾐ ﾀﾂﾔ 28 ﾁｰﾑ Doppelt '11 H-CBR250R (DL)
35 秋葉 康一郎  ｱｷﾊﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 45 秋葉 MC animo! '15 KTM-RC250 (BS)
41 平川 貴彦  ﾋﾗｶﾜ ﾀｶﾋｺ 47 Sunday Factory Racing '12 H-CBR250R (DL)
NEO-A	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
3 Mark Spencer (03/27) ﾏｰｸ ｽﾍﾟﾝｻｰ 51 Roadrace-1DAY-Lisence '94 Y-TZR250R-SP (PI)
39 島田 聖孝  ｼﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 51 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '89 H-NSR250R (BS)
40 坂巻 勝己  ｻｶﾏｷ ｶﾂﾐ 47 カワセミ･レーシング･クラブ '90 H-CBR250RR (DL)
NEO-B	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
12 米山 健一  ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 48 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ  H-VFR400R (DL)
61 日髙 慎介  ﾋﾀﾞｶ ｼﾝｽｹ 67 カワセミ･レーシング･クラブ '79 shima- ﾛｰﾄ゙ ﾎﾞﾝﾊﾞー Ⅲ (DL)
2&4- ｸﾗﾌﾞﾏﾝﾄﾛﾌｨｰ	 参加：1台	 賞典外	     
63 池野 史典  ｲｹﾉ ﾌﾐﾉﾘ 52 NOGARO RACING '92 PP-PNF (BS)
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★決勝終了後、直ちに発信器をご返却ください。紛失すると弁償金を請求される場合があります。

GP125/NEO250/NEO-A・B/2&4

■GP125（純レーサー）
　純粋な２サイクル125cc レーシングマシンによるレースです。（ゼッケン：赤地×白文字）
　2st. 101〜125cc/4st. 200 〜250cc(GP-MONO&NSF250R)　
■NEOプロダクション-250
　本年度までに市販された単気筒〜2 気筒・4 スト250cc（ゼッケン：白地×黒文字）
　H-CBR250R・VTR250・旧 VTR250（キャブ仕様）・スパーダ 250/Y-SRX250/S-GSX250E・GSR250/K-GPZ250R(NINJA)・  D-TRACKER・GP-Z250 など
■NEO-A
　2 スト、4 スト問わず一般市販車 195 〜250cc （ゼッケン：白地×黒文字）
　※改造範囲は MCFAJ 車両規則に準ずる、ボアアップは 1ミリアップまで可、H-NSR250/Y-FZ250・TZR250/S-RGV250 γなど
■NEO-B
　2 スト、4 スト一般市販車 251〜 400( 単気筒は 660) cc（ゼッケン：白地×黒文字）
　※改造範囲は MCFAJ 車両規則に準ずる、ボアアップは 1ミリアップまで可
　H-CB400SF/Y-SRX400・600/S-GSX400・DRZ400SM/K-GPZ400・ZZ-R400・RZ350R など
■2&4クラブマントロフィー
　車両規定：MCFAJ 基本仕様に合致すること
　（ゼッケン：赤地×白文字）
　排気量：2st.〜 85cc まで、4st.〜170cc まで
　改造自由、タイヤ：12インチ以上

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
GP125	 1'03.963	(7	/	8)	 116.505	km/h	 1	 岡田伸幸/	ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ
NEO250	 1'11.322	(8	/	8)	 104.484	km/h	 16	 橋本裕之	/	AB	ROAD
NEO-A	 1'08.045	(4	/	8)	 109.516	km/h	 29	 横山守	/	ﾁｰﾑ ･ ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ &NOGARO
NEO-B	 1'12.604	(5	/	8)	 102.639	km/h	 62	 藤元正博	/	MOTO	SPORT
2&4	 1'09.289	(4	/	8)	 107.550	km/h	 9佐藤聡一郎/	Roadrace-1DAY-Lisence

※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／(CON)コンチネンタル

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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Super Monster '80s-A&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⑥09：10〜	 決勝②スタート11：26〜／周回数：7周	

ｽｰﾊﾟー ﾓﾝｽﾀｰ 80ｓ-A	 参加：19台	 入賞 :	6	位     
5 渡辺 尊  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ 27 BLUE THUNDERS '72 K-Z1 (CON)
10 小泉 司 (03/27) ｺｲｽﾞﾐ ﾂｶｻ 46 Roadrace-1DAY-Lisence '94 S-GSX1100S (CON)
14 石坂 恭男  ｲｼｻﾞｶ ﾔｽｵ 47 Ｆ・Ｂ・Ｒ '81 S-GSX1000S (CON)
15 馬場 和久  ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾋｻ 50 Team ｶﾅ ﾕー　& ｱﾘｴ '79 K-Z750FX (PI)
27 千葉 純一 (03/27) ﾁﾊﾞ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ 48 Roadrace-1DAY-Lisence '82 K-Z1100GP (BS)
30 川島 英次 (03/27) ｶﾜｼﾏ ｴｲｼﾞ 48 Roadrace-1DAY-Lisence '82 K-Z1000R (CON)
36 髙橋 泰紀  ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 49 まめしば＆SBS 西鎌倉 '80 K-Z750FX-2 (CON)
41 小田 裕之  ｵﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 47 Ｂ.Ｃ.Ｒ '83 S-GSX1100E (CON)
43 原山 正樹  ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 45 Ｂ.Ｃ.Ｒ '78 K-Z1000MK-Ⅱ (CON)
64 市川 禎之  ｲﾁｶﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ 39 REAL FLAT '81 K-KZ1000J (CON)
65 満平 薫  ﾐﾂﾋﾗ ｶｵﾙ 41 BLUE THUNDERS '80 K-KZ1000 
67 比留間 俊一  ﾋﾙﾏ ｼｭﾝｲﾁ 48 ﾛｯﾄ゙ ﾏｽﾀｰｽ ＆゙プロｶﾞﾚｰｼﾞ '82 K-KZ1000J (CON)
83 新井 泰緒  ｱﾗｲ ﾔｽｵ 47 BLUE THUNDERS '79 K-Z1000MK-Ⅱ 
84 矢澤 隆  ﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ 45 Ｆ・Ｂ・Ｒ '83 K-Z1000R (CON)
86 久保田 康三  ｸﾎ ﾀ゙ ﾔｽｿﾞｳ 49 ﾛｯﾄ゙ ﾏｽﾀｰｽ ＆゙プロｶﾞﾚｰｼﾞ '82 K-Z1000J (CON)
95 小嶋 健二  ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 46 Ｆ・Ｂ・Ｒ '78 K-Z1-R (CON)
98 高須 健司  ﾀｶｽ ｹﾝｼﾞ 46 Ｆ・Ｂ・Ｒ( ﾌｧｲﾔｰﾎﾞー ﾙｽﾞﾚｰｼﾝｸﾞ） '79 K-Z1000LTD (CON)
111 髙橋 範男  ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 46 TOP END RACING '79 K-Z750FX (CON)
380 宮田 大輔  ﾐﾔﾀ ﾀ ｲ゙ｽｹ 45 Ｂ.Ｃ.Ｒ '74 K-Z1 (CON)
ｽｰﾊﾟー ﾓﾝｽﾀｰ 80ｓ-B	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
4 松浦 俊彦  ﾏﾂｳﾗ ﾄｼﾋｺ 47 GOGレーシングチーム '96 Y-XJR1200 (PI)
9 新井 章男  ｱﾗｲ ﾌﾐｵ 55 BLUE THUNDERS '92 K-ZEPYR1100 (PI)

■スーパーモンスター'80s
　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）

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
SM80s-A	 1'04.197	(2	/	7)	 116.080	km/h	 64	 市川禎之	/	REAL	FLAT
SM80s-B	 1'04.056	(4	/	7)	 116.336	km/h	 9	 新井章男	/	BLUE	THUNDERS

大人の遊び空間を追求した
バイカーズカフェ

( 有 ) 裕商　Cafe ＆ Factory　GOG
千葉県市川市原木３－１３－５
http://www.bikerscafe.jp/
京葉道路　原木 IC　かど



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④08：42〜	 決勝③スタート11：46〜／周回数：8周	

E ﾓﾝｽﾀｰｱﾝﾘﾐﾃｯﾄ゙ 	 参加：9台	 入賞 :	3	位     
1 久保 時彦  ｸﾎﾞ ﾄｷﾋｺ 64 Team Domani '07 Y-YZF-R1 (DL)
2 蔵本 勝美  ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ 52 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ☆TSK '06 Y-YZF-R1 (DL)
3 高原 昌幸  ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 46 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ/MOTUL･ ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ '15 Y-YZF-R1 (DL)
6 芹田 裕人  ｾﾘﾀ ﾋﾛﾄ 47 GOGレーシングチーム '06 S-GSX-R1000 (BS)
7 中村 清隆  ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 47 GOGレーシングチーム '13 BMW-S1000RR (PI)
10 吉野 倫夫  ﾖｼﾉ ﾐﾁｵ 49 RT.Remotion '08 H-CBR1000RR (DL)
11 水津 英彦  ｽｲﾂﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 50 Team PRIZE '12 BMW-S1000RR (DL)
39 荒木 雅裕  ｱﾗｷ ﾏｻﾋﾛ 47 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ/MOTUL '12 DUCATI-848EVO-CORSE SE (DL)
86 前田 憲明 (03/27) ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 44 Garage db＆ NITRON JAPAN '96 S-GSF1200S (PI)
N ﾓﾝｽﾀｰｱﾝﾘﾐﾃｯﾄ゙ 	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 50 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
40 小松 保範  ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ 33 ﾚｲｸｽ SUWA '10 S-GSX-R1000 (DL)
71 PAUL TIMMONS ﾎﾟー ﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 51 FREEDOM　Racing '10 H-CBR1000RR (DL)
E ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 600	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
13 小沢 勝彦  ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 51 ﾚｲｸｽ SUWA '06 H-CBR600RR (ME)
22 大西 智  ｵｵﾆｼ ｻﾄﾙ 41 FREEDOM　Racing '09 K-ZX-6R (BS)
36 冨山 卓  ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 44 TEAM ZAMAER'S&100R '06 K-ZX-6RR (BS)
60 山中 正之  ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾕｷ 47 MCR ガレージ '07 H-CBR600RR 
N ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 600	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
12 大塚 卓  ｵｵﾂｶ ﾀｸ 35 チーム・パールイズミ '08 TRIUMPH-DAYTONA675 (CON)
18 黒木 竜馬  ｸﾛｷ ﾘｮｳﾏ 38 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 S-GSX-R600 (BS)

E
U

L
/
N

U
L

/
E

P
6

0
0
/
N

P
6

0
0

★決勝終了後、直ちに発信器をご返却ください。紛失すると弁償金を請求される場合があります。

E アンリミ/N アンリミ/EP600/NP600

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
E ｱﾝﾘﾐ	 1'00.348	(2	/	8)	 123.484	km/h	 3	 高原昌幸	/	EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ/MOTUL･ ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ
N ｱﾝﾘﾐ	 1'01.568	(3	/	8)	 121.037	km/h	 86	 前田憲明	/	Garage	db	&	NITRON	JAPAN
EP600	 1'01.791	(7	/	8)	 120.600	km/h	 13	 小沢勝彦/	ﾚｲｸｽ SUWA
NP600	 1'04.153	(2	/	8)	 116.160	km/h	 27	 川添誠	/	MOTO	SPORT

■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）
■プロダクション600
　市販車ベース、4st. 401〜 600cc(2&3 気筒は〜750cc)
　スリックタイヤ使用可
　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）

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　



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⑤08：56〜	 決勝④スタート12：07〜／周回数：8周	

Super	Max	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
4 篠塚 昭  ｼﾉﾂﾞｶ ｱｷﾗ 46 DGW＆ﾃｸﾉｴﾚﾍﾞー ﾀｰ RC  APRILIA-RSV4 (PI)
9 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 45 モト ストレッタ  DUCATI-900SS 
21 藤井 裕也  ﾌｼ ｲ゙ ﾕｳﾔ 38 DGW  APRILIA-RSV4 (PI)
51 砂塚 知男  ｽﾅﾂﾞｶ ﾄﾓｵ 46 DUCATI- 松戸  DUCATI-1198 (DL)
56 高原 崇  ﾀｶﾊﾗ ﾀｶｼ 44 BEAMS & 56 RACING  DUCATI-1198S 
59 有賀 信一郎  ｱﾘｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 47 Sunday Factory Racing '11 BMW-S1000RR (PI)
291 中川 敏  ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 47 津久井オート '14 DUCATI-999R (PI)
Max4	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
1 高橋 正典  ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 44 モト ストレッタ  BMW-S1000RR (ME)
11 稲山 雅敏  ｲﾅﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 48 Obe1 ﾚｰｼﾝｸ ＆゙ MTB ﾁｰﾑ MOMO  TRIUMPH -DAYTONA675 (DL)
15 中野 誠司  ﾅｶﾉ ｾｲｼﾞ 52 MAX10  DUCATI-900SS (DL)
26 岩澤 賢治  ｲﾜｻﾜ ｹﾝｼﾞ 46 DG ｶﾝﾊﾟﾆｰ V4 ﾁｰﾑ  APRILIA-RSV4 (PI)
38 松岡 英治  ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ 42 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
52 江本 陸  ｴﾓﾄ ﾘｸ 59 チーム・パールイズミ  TRIUMPH-DAYTONA675 (PI)
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Max10 Group 
Super Max/Max4

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②08：14〜	 決勝⑤スタート12：28〜／周回数：6周	

NP150	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
36 玉置 恭朗  ﾀﾏｷ ﾔｽﾛｳ 51 ﾁｰﾑ RS カタクラ＆ RF.Team Jun '08 H-CBR150 (BS)
68 井出 章博  ｲﾃﾞ ｱｷﾋﾛ 44 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR150 (BS)
157 堀江 俊介  ﾎﾘｴ ｼｭﾝｽｹ 33 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '06 H-CBR150 (BS)
COTT-125空冷	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
6 有澤 弘幸  ｱﾘｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 69 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 H-CB125JX (BS)
22 田口 勝雄  ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 67 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 49 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '79 S-GT125 (DL)
28 佐野 富三治  ｻﾉ ﾄﾐｼﾞ 53 ﾁｰﾑ・ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ '78 H-MT125R (BS)
34 安田 義彦  ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 59 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '78 Y-YZ125 (BS)
185 野坂 嘉明  ﾉｻｶ ﾖｼｱｷ 61 ﾁｰﾑ 永楽＆996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊ ｲ゚ﾚｰﾂ '78 H-MT125R (BS)
COTT-125水冷	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
14 鴨志田 英樹  ｶﾓｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 53 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ '78 H-MT125R (BS)
56 藤井 薫  ﾌｼ ｲ゙ ｶｵﾙ 50 チーム・パールイズミ '78 H-MT-125R 
COTT-90	 参加：10台	 入賞 :	3	位     
7 横山 守  ﾖｺﾔﾏ ﾏﾓﾙ 63 チーム・パールイズミ '71 Y- ＨＴ90 (BS)
8 藤澤 英一  ﾌｼﾞｻﾜ ｴｲｲﾁ 67 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '74 Y-RD90 (BS)
17 滝口 博行  ﾀｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 53 図面屋ﾚｰｼﾝｸﾞ '79 H-CR80RA (BS)
20 尾崎 則之  ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 54 図面屋ﾚｰｼﾝｸﾞ '79 H-CR80 (BS)
30 松橋 満 (03/27) ﾏﾂﾊｼ ﾐﾂﾙ 53 RT ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ '64 BS-90 (BS)
35 奥津 靖良  ｵｸﾂ ﾔｽﾖｼ 68 日大 MC & 明治 MCC '80 Y-YZ80 (BS)
43 巻島 明  ﾏｷｼﾏ ｱｷﾗ 69 BS.M.C. '64 BS-EA-1 (BS)
63 飯島 透  ｲｲｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 70 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '77 Y-RD90 (BS)
65 越塚 進一  ｺｼﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ 49 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '74 Y-RD90 (BS)
73 浜 元司  ﾊﾏ ﾓﾄｼﾞ 61 チーム・パールイズミ '81 H-CB50 改 (BS)
COTT-50	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
2 小林 哲志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼ 66 ﾁｰﾑ 永楽＆ｽﾋﾟー ﾄ゙ ﾊ ｲ゚ﾛｯﾄｸﾗﾌﾞ '68 S-AC50 (BS)
53 村田 博  ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 75 Ozy & FSC motoclub '68 Y-FS1 (BS)
58 田島 保夫  ﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 69 スパイダー M･C･C '79 H-MB-5 (BS)
90 岡 徹郎  ｵｶ ﾃﾂﾛｳ 66 ﾁｰﾑ 永楽・996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊ ｲ゚ﾚｰﾂ '68 S-AS50 (BS)

NP150/C.O.T.T.-125 水冷・空冷/90/50
★ MAX10 はピット２F-VIP ルームにてブリーフィング・表彰式を行います。レース直後の暫定表彰式もあります。
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タイムアタック⑤08：56〜	 決勝⑥スタート12：48〜／7周	
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

Max7-A（空冷）	 参加：3台	 入賞 :	1	位 
5 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 48 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ  DUCATI-900SS (PI)
12 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 49 FREEDOM　Racing  DUCATI-900M (PI)
83 喜多田 学  ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 43 STRATOS  DUCATI-F1 (BS)
Max7-B（水冷）	 参加：10台	 入賞 :	3	位    
2 RYOMAX  ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 42 GYRO RACING  DUCATI-999S (BS)
7 営業本部長  ｳｽｲ ﾋｻｵ 65 日大 & 明治 MCC  DUACTI-851FU (DL)
13 中村 尚弘  ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 52 モトストレッタ  KTM-RC8R (PI)
20 樫村 康彦  ｶｼﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 47 ストラトス  DUCATI-998 (BS)
22 市木 隆也  ｲﾁｷ ﾀｶﾔ 37 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (PI)
28 川島 康浩  ｶﾜｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 52 カズ レーシング  DUCATI-999S (PI)
33 石川 和芳  ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 50 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (PI)
39 井越　 伸和  ｲｺﾞｼ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 52 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
42 稲垣 千尋  ｲﾅｶﾞｷ ﾁﾋﾛ  秋葉 MC animo!  DUCATI- ﾊﾟﾆｶﾞー ﾚ R (BS)
80 鵜澤 守雄  ｳｻﾞﾜ ﾓﾘｵ 53 STRATOS  DUCATI-1098 (BS)

Max10 Group 
Max7-A空冷・B水冷

★ MAX10 はピット２F-VIP ルームにてブリーフィング・表彰式を行います。レース直後の暫定表彰式もあります。

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	Club
NP150	 1'16.437	(6	/	6)	 97.492	km/h	 36	 玉置恭朗	/	ﾁｰﾑ RS ｶﾀｸﾗ &RF.Team	Jun
E125水冷	 1'13.324	(4	/	6)	 101.631	km/h	 24	 田中賢一	/	ﾁｰﾑ ･ ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ
E125空冷	 1'13.965	(3	/	6)	 100.750	km/h	 28	 佐野富三治	/	ﾁｰﾑ ･ ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ &NOGARO
N125	 1'18.384	(4	/	6)	 95.070	km/h	 26	 木村貴行	/	ﾁｰﾑｸﾘﾓﾄ
E90	 1'16.493	(2	/	6)	 97.421	km/h	 73	 浜元司	/	ﾁｰﾑ ･ ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ &NOGARO
N90	 1'30.185	(2	/	5)	 82.630	km/h	 65	 越塚進一	/	Roadrace-1DAY-Lisence
E50	 1'27.608	(5	/	5)	 85.061	km/h	 58	 田島保夫	/	ｽﾊ ｲ゚ﾀﾞー M･C･C

■NP150(&NP125)
　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）
　H-CBR150/CBR125/Y-YZF-R15/YZF-R125/
　SS	ISHII-02W/KTM-DUKE125/RC125等

[COTT=クラブマン・オールドタイマー・ツーリスト・トロフィー]
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が対象（125クラスは1983年まで）
ゼッケン：緑地×白文字
■COTT-125空冷&水冷
　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
■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

[MAX10グループ]
DUCATIなどの外車による大人の「レースごっこ」
■Super	Max
　ラップタイム１分04秒を切れるライダーのクラス
■Max4
　ラップタイム１分04秒までのクラス
■Max7（A=空冷/B=水冷）
　ラップタイム１分07秒までのクラス
■Max10-Ⅱ（A=空冷/B=水冷）
　ラップタイム１分10秒までのクラス
■Max15
　ラップタイム１分15秒までのクラス
■Max'80s（A=750以下/B=750以上）
　ラップタイム１分10秒までの、単気筒または２気筒車
　の1989年式までの車両のクラス
■Max10-Junior
　年式問わず、外国製4スト400cc以下の車両でボアアッ
　プ可能。上限タイムは1分10秒まで

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	Club
S-Max	 1'01.814	(8	/	8)	 120.555	km/h	 56	 高原崇	/	BEAMS	&	56	RACING
Max-4	 1'04.403	(2	/	8)	 115.709	km/h	 15	 中野誠司	/	MAX10
Max7-A	 1'07.245	(2	/	8)	 110.819	km/h	 5	 尾澤優和	/	ﾁｰﾑﾄｰﾀｽ
Max7-B	 1'05.821	(8	/	8)	 113.216	km/h	 71	 稲山雅敏	/	Obe1 ﾚｰｼﾝｸﾞ &MTB ﾁｰﾑ MOMO
Max10-IIA	 1'12.356	(5	/	8)	 102.991	km/h	 24	 倉田昇	/	ｶﾞﾚｰｼﾞのらねこwith ｸﾗﾌﾞｻ - ｸﾙ
Max10-IIB	 1'11.376	(6	/	8)	 104.405	km/h	 33	 石川和芳	/	G- ﾄﾞﾗｲﾌﾞ &秋葉MC ｱﾆﾓ !
Max15	 1'13.877	(6	/	8)	 100.870	km/h	 55	 平川大輔	/	Over	the	Moon	MC.
Max80s ｰ A	1'13.281	(4	/	8)	 101.691	km/h	 99	 足立貴志	/	team	Warm	up	!
Max80s ｰ B	1'07.796	(2	/	8)	 109.918	km/h	 5	 尾澤優和	/	ﾁｰﾑﾄｰﾀｽ
Max10-Jr	 1'15.475	(2	/	7)	 98.735	km/h	 8	 企画部長	/	Team	Max10

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
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タイムアタック⑦09：29〜	 決勝⑦スタート13：08〜／7周	
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

OV40-LEGEND	 参加：3台	 入賞 :	1	位    
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 50 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
59 有賀 信一郎  ｱﾘｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 47 Sunday Factory Racing '11 BMW-S1000RR (PI)
71 PAUL TIMMONS ﾎﾟー ﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 51 FREEDOM　Racing '10 H-CBR1000RR (DL)
CSSC-OPEN	 参加：7台	 入賞 :	2	位    
3 栗田 知幸  ｸﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ 41 DEVIL'S SAUCE M/C '08 HD-XR1200 (PI)
24 髙野 浩二  ﾀｶﾉ ｺｳｼﾞ 40 チーム・パールイズミ '06 BUELL-XB12SS (BS)
32 清水 貴行  ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 41 ｻﾆｰﾗｲﾀﾞー ｽ '03 HD-XL883R (BS)
40 熊谷 勝司  ｸﾏｶ ｲ゙ ｶﾂｼ 48 ZERO Engineering '91 HD-XL1200 (BS)
48 稲葉 政信  ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 45 CHARGE motorcycles '99 BUELL-M2 (PI)
73 曽根 譲  ｿﾈ ｼ ｮ゙ｳ 38 整備部増締課 '09 HD-XR1200 (PI)
92 木暮 邦光  ｷｸﾞﾚ ｸﾆﾐﾂ 43 サニーライダース '94 HD-XL1200 (BS)

Max10 Group 
Max10-ⅡA・ⅡB/Max15/Max10-80'S-B/Junior

オーバー40-Legend/CSSC-OPEN

タイムアタック③08：28〜	 決勝⑧スタート13：28〜／7周	

Max10-ⅡA（空冷）	 参加：4台	 入賞 :	1	位    
10 井川 学  ｲｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 44 整備部増締課  HD-FXDXT (PI)
53 林 偉明  ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 54 モータープロダクト ヤジマ  bimota-db2 (MI)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 41 JOYRIDE SPEED SHOP  HD-FXR (CON)
99 足立 貴志  ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 34 team Warm up !  DUCATI-750 F1 (PI)
Max10-ⅡB（水冷）	 参加：4台	 入賞 :	1	位    
6 平木 志磨  ﾋﾗｷ ｼﾏ 40 ストラトス  DUCATI-749S (BS)
17 一条 太志  ｲﾁｼ ｮ゙ｳ ﾌﾄｼ 38 RS-F  KTM-690SMC (PI)
19 滑川 正明  ﾅﾒｶﾜ ﾏｻｱｷ 66 モトストレッタ  KTM-RC8 (PI)
25 尾崎 慶次  ｵｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 26 モトストレッタ  TRIUMPH-DAYTONA675 (PI)
Max15	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
3 京家 朝紀  ｷｮｳﾔ ﾄﾓﾉﾘ 44 モータープロダクトヤジマ  bimota-db1 (DL)
27 塩田 雅紀  ｼｵﾀﾞ ﾏｻｷ 46 RT ﾛﾝﾋﾞー ｽﾞ  ｼﾞﾚﾗ　ｻﾄﾙｰﾉ (BS)
Max'80S-B（750以上）	 参加：3台	 入賞 :	1	位    
8 企画部長  ｻｵﾄﾒ ｺｳｲﾁ 60 Team Max10  DUCATI-900SS (DL)
5 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 48 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ  DUCATI-900SS (PI)
37 西岡 健  ﾆｼｵｶ ﾀｹｼ 44 ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ RT  MAGNI-Aruturo (CON)
Max10-Junior	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
16 角田 大典  ﾂﾉﾀﾞ ﾀ ｲ゙ｽｹ 56 チーム・パールイズミ  bimota- テージ 
795 ノビー ｵｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 44 ストラトス  DUCATI-350XL (DL)

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

★ MAX10 はピット２F-VIP ルームにてブリーフィング・表彰式を行います。レース直後の暫定表彰式もあります。

■OV40-LEGEND 
 　40 歳以上 / 車両の制限無し/ スリックタイヤ使用可
■CSSC-OPEN
　ハーレー・スポーツスター＆Buellのクラス。 

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
OV40	 1'02.341	(3	/	7)	 119.536	km/h	 25	 河邊勲	/	京葉ﾊ ｲ゙ｸ便R.T& ﾊﾞﾝﾀﾑ R
CSSC-OP	 1'07.425	(7	/	7)	 110.523	km/h	 24	 髙野浩二	/	ﾁｰﾑ ･ ﾊﾟｰﾙｲｽﾞﾐ
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タイムアタック⑧09：43〜	 決勝⑨スタート13：48〜／6周	

LOC-ウルトラライトウェイト	参加：3台	 入賞 :	1	位	    
21 白井 祐樹  ｼﾗｲ ﾕｳｷ 37 Cool Beans! Racing '65 H-CB93 (DL)
501 福富 暢行  ﾌｸﾄﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 39 フライングエース '68 Y-YA7 (BS)
711 坂井 勇介  ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 31 Twins Racing! '64 BS-BS90 
LOC-ライトウェイトA	 参加：6台	 入賞 :	2	位    
59 前島 壮  ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｹｼ 42 VINTAGE UNLIMITED RACING '64 H-CB72 
72 佐藤 要  ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 66 ﾁｰﾑ ｾﾝｼ ｭ゙ﾄ゙ ｰ '64 ｱｴﾙﾏｯｷ - ｱﾗﾄ゙ ｰﾛ (DL)
84 金井 朝男  ｶﾅｲ ｱｻｵ 73 BS.M.C. '65 BS-180 (BS)
174 狩野 達也  ｶﾉｳ ﾀﾂﾔ 68 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '65 H-CB72 (DL)
177 鈴木 徹  ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 51 LOCC '63 DUCATI- ｽｸﾗﾝﾌﾞﾗｰ (DL)
210 川村 典夫  ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ 64 ﾁｰﾑ　ﾊｲｽﾋﾟﾘｯﾂ '64 DUCATI-Mk1 (AV)
LOC-ライトウェイトB	 参加：3台	 入賞 :	1	位    
10 小見 洋人  ｺﾐ ﾋﾛﾋﾄ 42 plus A with M.R.C '70 DICATI-Mk.Ⅲ (DL)
15 志鎌 一正  ｼｶﾏ ｶｽﾞﾏｻ 52 無限空間＆ライトデザイン '72 H-CB125 (DL)
243 西川 隆幸  ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 65 RC かなべえ & MCR '72 H-SL250 (DL)
LOC-ジュニアA	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
3 山田 勝  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 73 ALL JAPAN L.O.C.C. '63 ﾄﾘｶｯﾃｰ (DL)
202 松永 章  ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ 60 SHONAN.RING＆Ted's Special '64 H-CB77 (DL)
LOC-ジュニアB	 参加：6台	 入賞 :	2	位    
11 加藤 匠一  ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 43 moto-JOY & OVER '71 H-CB350 (DL)
74 狩野 泰隆  ｶﾉｳ ﾔｽﾀｶ 32 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '70 H-CB350 
140 岸 賢二  ｷｼ ｹﾝｼﾞ 42 Shonan Ring '71 Y-TR-3 (DL)
145 坂本 貴則  ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 61 豊橋８ｽﾄﾛｰｸ＆ｶﾌｪﾚｰｻｰ '72 Y-TD-3 (DL)
199 山下 伸  ﾔﾏｼﾀ ｼﾝ 45 TEAM S&S '72 Y-TR-3 (DL)
200 堀内 信幸  ﾎﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 57 TEAM S&S '70 K-350TR (DL)
LOC-PRE1950	 参加：3台	 入賞 :	1	位    
54 石井 謙成  ｲｼｲ ﾉﾘｱｷ 41 OK　SPEED CLUB '39 TRIUMPH-T100 (DL)
348 河内 秀夫  ｶﾜｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 49 TR ﾚｰｼﾝｸﾞ '36 Matchless-G80 (AV)
369 加藤 明彦  ｶﾄｳ ｱｷﾋｺ 63 ｴﾑﾌﾟﾚｽ ･ ｸﾗﾌﾞﾚｰｼﾝｸﾞ '38 ｳ ｪ゙ﾞﾛｾｯﾄ KTT-Mk.8 (AV)

LOC Group 
L.O.C.=ULW/LW-A・B/JR-A・B/PRE1950

★ LOC は B パドック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）

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
ULW	 1'25.691	(2	/	6)	 86.964	km/h	 6	 黒河豊	/	YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ
LW-A	 1'19.801	(5	/	6)	 93.382	km/h	 59	 宮城光	/	VINTAGE	UNLIMITED	RACING
LW-B	 1'17.891	(5	/	6)	 95.672	km/h	 147	 髙橋建夫	/	ｴｲﾄｽﾄﾛｰｸ豊橋
Jr-A	 1'19.242	(3	/	5)	 94.041	km/h	 201	 中山英司	/	Shonan	Ring	&	Ted's	Special
Jr-B	 1'15.246	(3	/	6)	 99.035	km/h	 1	 赤石圭亮	/	桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ
PRE1950	1'35.254	(4	/	5)	 78.233	km/h	 54	 石井謙成	/	OK-RC

[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
生産された車両
■ウルトラライトウェイト：1969 年までに生産された車両／ 200cc 以下
■ライトウェイト -A&B：1972 年までに生産された車両／ 201〜250cc
■ジュニア-A&B：1972 年までに生産された車両／ 251〜350cc
■PRE1950：1950 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 年以前が "Ａ"／1968 年以後が "Ｂ"

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
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タイムアタック⑨09：57〜	 決勝⑩スタート14：07〜／6周	

AVCC-MDF-A	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
26 米澤 政幸  ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 45 TEAM-HOT-DOCK '48 HD-FL1420 
34 江口 智章  ｴｸﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 42 ZERO Engineering '48 HD-EL1340 (DL)
AVCC-MDF-B	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
11 角田 一正  ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 51 Neat Style Racing Club '42 HD-WLD750 (DL)
15 宮越 淳  ﾐﾔｺｼ ｱﾂｼ 48 TEAM ☆ MIYAKOSHI '39 HD-WLDD860 (DL)
49 久岡 祐三  ﾋｻｵｶ ﾕｳｿﾞｳ 47 TEAM ☆ MIYAKOSHI '49 HD-WR749 
85 田邊 英孝  ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃ ﾀ゙ｶ 41 natural Steel Works '42 HD-WLA750 (DL)
AVCC-STOCK-A	 参加：1台	 賞典外     
87 金井 友和  ｶﾅｲ ﾄﾓｶｽﾞ 38 陸長レーシング '49 HL-EL1200 (BS)
AVCC-STOCK-B	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
12 吉井 俊夫  ﾖｼｲ ﾄｼｵ 53 ﾅﾁｭﾗﾙｽﾃｨｰﾙﾜｰｸｽ '41 HD-WLA750 (DL)
25 杉本 晃一  ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 42 Hungｒy Devil's '41 HD-WLD750 (DL)
71 嶋田 浩史  ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 42 natural Steel Works '48 HD-G750 (DL)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 41 JOYRIDE SPEED SHOP '46 HD-WL750 (CON)
83 松井 康通  ﾏﾂｲ ﾔｽﾐﾁ 42 natural Steel Works '42 HD-WLA750 (DL)
86 田村 将志  ﾀﾑﾗ ﾏｻｼ 29 natural Steel Works '40 HD-WLDR750 (DL)
95 三柴 安生  ﾐｼﾊﾞ ﾔｽｵ 43 El Mirage '35 INDIAN-Sport Scout 
AVCC-FSCR	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
7 河北 啓二  ｶﾜｷﾀ ｹｲｼﾞ 61 TEAM-HOT-DOCK '72 HD-XR750 (BS)
27 中村 智春  ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 41 らくだ kitchin cafe '74 HD-FLH1200 (BS)
30 川上 浩平  ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 36 M.O.S.Sレーシング '70 HD-XLCH900 (DL)
44 奥川 正紘  ｵｸｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 32 Zero engineering+K's trust '48 HD-FL1380 (CON)
70 清水 湧起  ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 25 JOYRIDE SPEED SHOP '78 HD-FLH1200 (BS)
76 渡邉 清和  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｶｽﾞ 49 ｵｰﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾌｼﾞｼﾏ '72 HD-XR750 (AV)
82 宮本 幸治  ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 41 ミヤモリック＆ HOT-DOCK '72 HD-XR750 (BS)

 
A.V.C.C.=MDF-A・B/STOCK-A・B/FSCR
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

★ AVCC はレース直後の暫定表彰をタワー前で行い、賞典をお渡しする表彰式は B パドックで行います。

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
SE-A	 1'20.073	(6	/	6)	 93.065	km/h	 51	 岩城滉一	/	ﾁｰﾑｲﾜｷ
SE-B	 1'15.908	(4	/	6)	 98.171	km/h	 120	 杉本賢司	/	桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ
HW-A	 1'16.215	(3	/	6)	 97.776	km/h	 222	 立花啓道	/	ﾁｰﾑ ･ ﾀﾁﾊ ﾅ゙
HW-B	 1'14.687	(4	/	6)	 99.776	km/h	 99	 髙橋圭介	/	Aki	Racing	+	ﾓﾄﾗﾝﾄﾞｶｼﾞｶﾜ
HWO-B	1'11.520	(5	/	6)	 104.195	km/h	 115	 神宮司忠男	/	ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ R.T

[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）に生産された車両
■セニア-A&B：1972 年までに生産された車両／
　351〜 500cc
■ヘビーウェイト -A&B：1972 年までに生産された車両／
　501〜750cc
■ヘビーウェイトオープン-A&B：1972 年までに生産された車両／
　751cc 以上
※ウルトラライトウェイトと PRE1950 以外の５クラスは、
　1967 年以前が "Ａ"／1968 年以後が "Ｂ"

[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
　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
　750cc より大きい車両のクラスが A/750cc 以下が B
■FSCR（ファイティング ショベル クラブマン ロードレース）
　SHOVEL オープンクラス

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
MDF-A	 1'15.720	(4	/	6)	 98.415	km/h	 19	 横山宗平	/	ZERO	engineering
MDF-B	 1'26.113	(3	/	6)	 86.537	km/h	 15	 宮越淳	/	TEAM☆MIYAKOSHI
STOCK-A	 1'23.042	(5	/	6)	 89.738	km/h	 87	 金井友和	/	陸長ﾚｰｼﾝｸﾞ
STOCK-B	 1'23.562	(5	/	6)	 89.179	km/h	 83	 松井康通	/	ﾅﾁｭﾗﾙｽﾃｨｰﾙﾜｰｸｽ
FSCR	 1'14.883	(5	/	6)	 99.515	km/h	 7	 河北啓二	/	TEAM-HOT-DOCK

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Driver/Pssenger	 Club
FI	 1'06.990	(2	/	7)	 111.240	km/h	 66	 渡辺 /安田	/	Rising	Sun	Racing
FII	 1'16.920	(3	/	7)	 96.880	km/h	 25	 清野/藤原	/	ｳ ｧ゙ﾝﾀﾞﾚｰｼﾝｸﾞｱﾂｷﾞ

[サイドカー]
ニーラーと呼ばれるレーシングサイドカーによるレース
ドライバーはアクセル・ハンドル操作などを司ります
パッセンジャーは大きく体重移動をしてコーナーリング
の重量バランスの要となります
排気量：4st.〜1300cc/2st.〜750cc

（ゼッケン：赤地×白文字）
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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⑩10：11〜	 決勝⑪スタート14：26〜／6周	

LOC-セニアA	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
3 赤石 巌  ｱｶｼ ｲﾜｵ 61 桐高レーシング '67 ｼｰﾘｰ Mk-Ⅱ (AV)
221 立花 啓毅  ﾀﾁﾅﾊﾞ ﾋﾛﾀｶ 74 チーム タチナバ '62 BSA-DBD34 (CON)
LOC-セニアB	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
46 佐藤 幸延  ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 47 moto-JOY & OVER '71 H-CB500 (DL)
77 佐藤 健正  ｻﾄｳ ｹﾝｾｲ 61 moto-JOY & OVER '68 H-CB450 (AV)
88 稲嶋 展章  ｲﾅｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 47 LOCC '65 H-CB450 (DL)
120 杉本 賢司  ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 41 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '72 H-CB500F (DL)
323 神田 善久  ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 56 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '71 H-CB500F (DL)
LOC-ヘビーウェイトA	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
32 岡安 寿  ｵｶﾔｽ ﾋｻｼ 41 S.C.C.TOKYO 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '62 TRITON-650 (DL)
130 柴 敏昭  ｼﾊﾞ ﾄｼｱｷ 64 シバーズ '62 TRITON-650 (DL)
222 立花 啓道  ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾐﾁ 45 チーム･タチバナ '62 TRITON-650 (DL)
LOC-ヘビーウェイトB	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
4 瀧川 秀樹  ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 40 R・C・C '69 Rob North-Rocket3 
49 松本 義明  ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ 65 all japan L.O.C.C. '72 Norton- ｺﾏﾝﾄ゙ PR (AV)
72 加藤 千昌  ｶﾄｳ ｾﾝｼｮｳ 53 ハウスロッカーズ旧車倶楽部 '71 H-CB750four (DL)
73 小林 利行  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 46 Maki Racing '71 K-W1SA (DL)
99 髙橋 圭介  ﾀﾊｶｼ ｹｲｽｹ 42 Maki ﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾓﾄﾗﾝﾄ゙ ｶｼﾞｶﾜ '74 H-CB750four (BS)
LOC- ﾍﾋﾞー ｳｴｲﾄｵ ﾌーﾟﾝ B	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
71 鈴木 将昭  ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 41 Team 46 works '70 BMW-R50/5 (BS)
93 加藤 隆之  ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 26 ﾊｳｽﾛｯｶｰｽﾞ旧車倶楽部 '72 H-CB750four (DL)
115 神宮司 忠男  ｼﾞﾝｸﾞｳｼ ﾀﾀﾞｵ 67 モト･ラボロ R.T '72 MOTO GUZZI-V7-SPORT 
145 長司 光正  ﾁｮｳｼﾞ ﾐﾂﾏｻ 51 モト･ラボロ R.T '72 MOTO GUZZI-V7-SPORT (AV)
310 佐藤 成彦  ｻﾄｳ ｼｹﾞﾋｺ 46 Team 46 works '73 MOTO GUZZI-V7 Sport (BS)
750 枝根 登  ｴﾀﾞﾈ ﾉﾎﾞﾙ 51 CLIMB Racing '72 H-CB750 Racer (AV)

LOC Group L.O.C.=SE-A・B/HW-A・B/HWO-B

★ LOC は B パドック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）

サイドカー	 参加：6台	 入賞：2位	     
1 吉野 晴夫 (DRI)  ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 55 SIDE ☆ STAR '92 LCR- ﾎﾝﾀﾞ 954 
 渡辺 富士男 (PAS)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 54 SIDE ☆ STAR   
6 原口 修 (DRI)  ﾊﾗｸﾞﾁ ｵｻﾑ 59 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  LCR- ﾚﾄﾛ 1000 
 栗原 亨 (PAS)  ｸﾘﾊﾗ ﾄｵﾙ 41 Team OZEKI   
22 清野 正光 (DRI)  ｾｲﾉ ﾏｻﾐﾂ 60 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '99 LCR ｸﾏﾉ - ﾊﾔﾌﾞｻ 1300 
 大木 秀高 (PAS)  ｵｵｷ ﾋﾃ ﾀ゙ｶ 51 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ   
25 古川 裕修 (DRI)  ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｽｹ 35 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  MR-エキップ 559 
 藤原 亜由子 (PAS)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕｺ  ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ   
26 岩本 徹男 (DRI)  ｲﾜﾓﾄ ﾃﾂｵ 53 Team Iwamoto '82 TIM-600-FⅡ 
 森田 博一 (PAS)  ﾓﾘﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 41 Team Iwamoto   
66 渡辺 正人 (DRI)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 52 Team OZEKI '14 LCR-GSX-R1000 
 大関 政広 (PAS)  ｵｵｾﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 50 Team OZEKI   

サイドカー
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	

タイムアタック⑪10：25〜	 決勝⑫スタート14：45〜／7周	



e
D

3
0

0
0

No.	 クラブ名／名前・フリガナ（年齢）	 	 車両名	 タイヤ

ED3000-SP12	 	 参加：4台／入賞 :	2	位  
2	 ノースアイランド	 	 	 	 	 	 '00	 H-NSR-mini	 (BS)
 A: 河合 治 ｶﾜｲ ｵｻﾑ (47)/B: 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ (54)/C: 入倉 剛史 ｲﾘｸﾗ ﾀｹﾌﾐ (39)   
11	 モトストレッタレーシング	 	 	 	 '03	 H-CBR150	 (BS)
 A: 東 和人 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ (59)/B: 飯田 朋大 ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ (45)   
52	 nao	R&D+ ﾓﾄｰﾙ +hc	 	 	 	 '94	 Y-TZM	 (DL)
 A: 西川 貢司 ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ (42)   
56	 静岡スポーツライダース＆REAL	FLAT+望月太喜十朗	 '87	 H-NSR50改80	 (DL)
 A: 岡田 健  ｵｶﾀﾞ ｹﾝ (42)/B: 渡辺 俊次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｼﾞ (47)/C: 斉藤 博 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ (50)   

ED3000-2st.GP	 	 参加：4台／入賞 :	2	位  
7	 松戸FLASH+レーシングサヤマ	 	 	 '04	 H-CR85	 (BS)
 A: 島 俊郎 ｼﾏ ﾄｼｵ (47) 
16	 松戸FLASH+G山田	 	 	 	 '88	 H-CR80(S80)	 (BS)
 A: 小熊 啓稔 ｵｸﾞﾏ ﾋﾛﾄｼ (49)/B: 後藤 貞明 ｺ ﾄ゙ｳ ｻﾀﾞｱｷ (45)  
36	 親子ﾜｰｸｽ	 	 	 	 	 	 '91	 H-RS125	 (DL)
 A: 後谷 拓実 ｳｼﾛﾔﾂ ﾀｸﾐ (19)/B: 後谷 俊則 ｳｼﾛﾀﾆ ﾄｼﾉﾘ (48)  
59	 HMG＆MRF	 	 	 	 	 	 '92	 H-CRS85	 (BS)
 A: 小寺 寛之 ｺﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ (29)/B: 松本 保文 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ (60)  

ED3000-4st.GP	 	 参加：3台	 入賞 :1	位	     
32	 マキレーシング	 	 	 	 	 	 	 H-CBR150R	 (BS)
 A: 小池 淳一 ｺｲｹ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ (43) 
37	 NOGARO	RACING	 	 	 	 '08	 SS-ISHII-02W	 (BS)
 A: 大野 博敏 ｵｵﾉ ﾋﾛﾄｼ (68)/B: 大場 義雄 ｵｵﾊﾞ ﾖｼｵ (59)/C: 高木 裕史  ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ (45)  
112	 単車工房道楽	 	 	 	 	 	 '95	 H-CBR150RS
 A: 石井 勝行 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ (48)/B: 中村 啓勝 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶﾂ (45)  

ED3000-FL-1	 	 参加：6台	 入賞 :	3位     
8	 プライベートレーシング	 	 	 	 '14	 H-CBR250R	 (PI)
 A: 久保 隆 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ (52)/B: 平山 晴康 ﾋﾗﾔﾏ ﾊﾙﾔｽ (52)/C: 安藤 聡 ｱﾝﾄ゙ ｳ ｻﾄﾙ (51)  
9	 チーム･ムーチ	 	 	 	 	 	 '11	 H-CBR250R	 (DL)
 A: 高麗 誠次 ｺﾏ ｾｲｼﾞ (62)/B: 桜井 正博 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ (42)/C: 高麗 豊 ｺﾏ ﾕﾀｶ (26)  
13	 NOGARO＆単車工房道楽	 	 	 	 '90	 Y-SRX250	 (PI)
 A: 斉藤 一男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ (60)/B: 佐野 英明 ｻﾉ ﾋﾃﾞｱｷ (57)  
34	 Aki	Racing	&	T-factory.tv		 	 	 '11	 H-CBR250R	 (DL)
 A: 齋藤 和浩 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ (47) 
54	 ふきだまり	バイク小屋		 	 	 	 '12	 H-CBR250R	 (BS)
 A: 望月 克則 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾉﾘ (28)/B: 菊沢 敏彦  ｷｸｻﾜ ﾄｼﾋｺ (28)/C: 戸塚 優 ﾄﾂｶ ｽｸﾞﾙ (28)  
173	HINAMI	RACING	 	 	 	 	 '15	 H-CBR250R	 (BS)
 A: 閏間 三博 ｳﾙﾏ ﾐﾋﾛ (42)/B: 閏間 明子 ｳﾙﾏ ｱｷｺ   

タイムアタック⑫10：39〜	 決勝⑬スタート15：05〜／45分	

ED3000 Group ED3000-45 分耐久レース

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　



ED3000-FL-2	 	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
4	 東京オリンピック		 	 	 	 	 '15	 Y-FZ-R25	 (BS)
 A: 宮田 文夫 ﾐﾔﾀ ﾌﾐｵ (63)/B: 新井 亮一 ｱﾗｲ ﾘｮｳｲﾁ (58)/C: 漆原 しづ香  ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｼﾂﾞｶ   
22	 東京オリンピック＆アキレーシング	 	 	 '10	 K-Ninja250	 (BS)
 A: 渡辺 則幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ /B: 輝井 嶂 ﾃﾙｲ ｱｷﾗ (68)/C: 石橋 剛 ｲｼﾊﾞｼ ｺﾞｳ (29)  

ED3000-FL-4	 	 参加：11台	 入賞 :5	位	     
1	 マキレーシング	 	 	 	 	 	 '89	 Y-FZR250	 (DL)
 A: 髙橋 圭介  ﾀﾊｶｼ ｹｲｽｹ (42)/B: 大高 靖則 ｵｵﾀｶ ﾔｽﾉﾘ (50)/C: 小林 利行  ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ (46) 
5	 ARC-ALFA	 	 	 	 	 	 '91	 H-CBR250RR
 A: 相川 亨 ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ (51)/B: 蔵本 勝美 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ (52)/C: 高野辺 和巳 ﾀｶﾉﾍﾞ ｶｽﾞﾐ (45)  
12	 GAREGE	MAKI	RACING	 	 	 	 '91	 H-CBR250R
 A: 立野 卓 ﾀﾂﾉ ﾀｶｼ (54)/B: 佐藤 直之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ (43)  
15	 モトレボリューション	 	 	 	 	 '89	 H-CBR250R	 (PI)
 A: 大畑 信彦 ｵｵﾊﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ (48)/B: 中泉 保博 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ (48)  
19	 マキレーシング	 	 	 	 	 	 '88	 H-CBR250R	 (BS)
 A: 前野 繁 ﾏｴﾉ ｼｹﾞﾙ (57)/B: 髙野 博文 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ (50)/C: 川村 哲也 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾂﾔ (48)  
21	 瀬野土建レーシング部	 	 	 	 '91	 H-CBR250RR	 (PI)
 A: 渡辺 満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ (53)/B: 米山 健一 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝｲﾁ (48)  
27	 Aki	Racing	&	t-factory.tv	 	 	 	 '91	 H-CBR250RR
 A: 有馬 照久 ｱﾘﾏ ﾃﾙﾋｻ (55)/B: 有馬 照太 ｱﾘﾏ ｼｮｳﾀ (21)  
29	 静岡スポーツライダース+望月太喜十朗	 	 '90	 H-CBR250RR	 (DL)
 A: 廣瀬 市郎 ﾋﾛｾ ｲﾁﾛｳ (45) 
33	 プライベートレーシング	 	 	 	 	 H-CBR250RR	 (PI)
 A: 佐藤 弘志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ (51)/B: 服部 隆 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｼ (47)/C: 小寺 義弘 ｺﾃﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ (63)  
38	 東京オリンピック		 	 	 	 	 '90	 H-CBR250RR	 (BS)
 A: 小山 誠司 ｺﾔﾏ ｾｲｼﾞ (52)/B: 平山 浩嗣 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ (52)/C: 荘 利光 ｿｳ ﾄｼﾐﾂ (66)  
86	 東京オリンピック	KEPLA	 	 	 	 '90	 H-CBR250RR	 (PI)
 A: 安田 裕二 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ (51)/B: 本田 善雄 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｵ (44)  

ED3000-TMAX	 	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
18	 TEAMきらあとH.I.Racing	with	弥生ちゃん	 '08	 Y-T-MAX	 (MI)
 A: 髙木 豊 ﾀｶｷﾞ ﾕﾀｶ (43)/B: 池内 寛幸 ｲｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ (43)  
28	 Quarter	Dragon	 	 	 	 	 	 Y-T-MAX
 A: 四分一 龍之進 ｼﾌ ｲ゙ﾁ ﾘｭｳﾉｼﾝ (42)/B: 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ (33)  
82	 サンスクリット	 	 	 	 	 	 '02	 Y-T-MAX	 (PI)
 A: 塚本 章人 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾄ (41) 
100	T	MAX-ON	RACING	PROJECT		 	 '12	 Y-T	MAX	 (PI)
 A: 片山 浩平 ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾍｲ (34)/B 藤ヶ谷 栄二 ﾌｼﾞｶﾞﾔ ｴｲｼﾞ (45) 
841	弥生レーシング	 	 	 	 	 	 '02	 Y-T-MAX	 (MI)
 A: 松浦 吉孝 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ (49) 
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[ED3000]
プライベートレーシングによる45分耐久レース

● FASTEST LAP　(2015-RR04)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
SP12	 1'14.606	(8	/	35)	 99.885	km/h	 6	 大畑/中泉	/	ﾓﾄﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ
4st.GP	 1'14.124	(14	/	36)	 100.534	km/h	 112	 中村/石井	/	単車工房道楽
FL	 1'09.806	(38	/	38)	 106.753	km/h	 14	 大沢/大滝	/	B-true ﾚｰｼﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂ
FL-4	 1'08.183	(14	/	38)	 109.294	km/h	 86	 酒井/根岸	/	東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ &KEPLA(関東一高OB)
T-MAX	 1'13.383	(5	/	25)	 101.549	km/h	 211	 池内	 寛幸	/	H.I.Racing	with	841	racing


	RR16-01_0319_LOW
	2016RR01_TEISEI_0323

