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　平成２9 年 6 月18 日    　　　　　　　　       富士スピードウェイ     　  　　　　　　　　　   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 〜 08：14  サイドカー (8)
②　08：08 までに集合 08：23 〜 08：37 GP-125(8)/NEO-250(7)/NEO-A(2)/NEO-B(3)/2&4(5)
③　08：31までに集合 08：46 〜 09：00  E アンリミテッド (12)/ N アンリミテッド (7)/EP600(3)
④　08：54 までに集合 09：09 〜 09：23 Super MAX(4)/Fast MAX(7)/MAX3(1)/MAX10(3)/MAX10-AC(6)

⑤　09：17 までに集合 09：32 〜 09：46
 LOC- ジュニア B(1)/ セニア B(8)/ヘビーウェイト A(6)・B(8)/

   ヘビーウェイトオープン B(8)
⑥　09：40 までに集合 09：55 〜10：09 NP150(3)/COTT-125-4st(1)・2st(10)・90(7)・50(6)

⑦　10：03 までに集合 10：18 〜10：32
 オーバー 40- レジェンド (12)/ スーパーモンスター 80's-A(10)

   CSSC-OPEN(8)

⑧　10：26 までに集合 10：41〜10：55
 LOC- ウルトラライトウェイト (2)/ ライトウェイト A(7)・B(2)

   ジュニアA(4)/ セニアA(4)/PRE1950(2)
⑨　10：49 までに集合 11：04 〜11：18  AVCC-MDF-A(2)・B(12)/STOCK-B(9)/FSCR(10)

⑩　11：12 までに集合 11：27〜11：42
 エンデュランス 3000

   SP12(2)/2st.GP(2)/4st.GP(3)/FL-1(5)/FL-2(6)/FL-4(11+ 賞典外1)/T-MAX(10) 
◆リタイヤ引き上げ（10 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　11：34までに集合 11：54 〜 12：14  8 周 GP-125/NEO-250・A・B/2&4
②　12：04までに集合 12：24 〜 12：48  9 周 E アンリミテッド/N アンリミテッド/EP600
③　12：38までに集合 12：58 〜 13：15  6 周 NP150/COTT-125-4st・2st・90・50
④　13：05までに集合 13：25 〜 13：43  7 周 サイドカー
⑤　13：33までに集合 13：53 〜 14：13  8 周 Super MAX/Fast MAX/MAX3/MAX10/MAX10-AC
◆リタイヤ引き上げ（8 分）
⑥　14：03までに集合 14：23 〜 14：38  6 周 LOC- ジュニア B/ セニア B/ヘビーウェイトA・B/ヘビーウェイトオープン B
⑦　14：28までに集合 14：48 〜 15：06  7 周 オーバー 40-レジェンド/SM80's-A/CSSC-OPEN

⑧　14：56までに集合 15：16 〜 15：32  6 周
 LOC-ウルトラライトウェイト/ ライトウェイトA・B/

     ジュニアA/セニアA/PRE1950
⑨　15：22までに集合 15：42 〜 15：58  6 周 AVCC-MDF-A・B/STOCK-B/FSCR
◆リタイヤ引き上げ（8 分）

⑩　15：53までに集合 16：13 〜 16：58  45 分
 エンデュランス3000

     SP12/2st.GP/4st.GP/FL-1/FL-2/FL-4(+ 賞典外）/T-MAX

　※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。

（2017.06.14 更新）

2017 CLUBMAN ロードレース第 2 戦  
MCFAJ	 =145台
L.O.C.	 =52台
MAX10	 =21台
ED3000	 =40台
総出走台数	=258台

＜JKA 賞＞
以下のクラスの優勝者へ「公益財団法人 JKA オートレース事業所」より、賞状およびメダルの授与がございます。
① Eアンリミテッドクラス - 優勝／② Nアンリミテッドクラス - 優勝／③ GP125クラス - 優勝
以 上、該 当するクラスのエントラントは J K A 賞も ゲットで きるよう優 勝 めざして頑 張ってください 。
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GP125/NEO-250/NEO-A・B/2&4
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②08：23〜	 決勝①スタート11：54〜／周回数：8周	

GP125	 参加：8台	 入賞 :	2	位    
6 木村 一弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 53 RACING HORNET '97 H-RS125R (DL)
7 清田 裕司  ｷﾖﾀ ﾕｳｼﾞ 43 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '04 H-RS125R (DL)
11 越猪 友美子  ｵｵｲ ﾕﾐｺ  ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙（ゆみぞ〜まだはしる） '01 H-RS125R (BS)
13 石川 武  ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 51 TEAM WIN-JACK '95 H-RS125R (BS)
15 鈴木 直樹  ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 45 GUST CLUB nao R&D '10 H-RS125R (DL)
19 佐藤 弘志  ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 52 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー  '02 H-RS125R (BS)
52 西川 貢司  ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 43 GUST CLUB nao R&D ＋モトール '04 H-RS125R (BS)
89 渋谷 勉 (06/18) ｼﾌﾞﾔ ﾂﾄﾑ 48 チーム サード '01 H-RS125R 
NEOプロダクション250	 参加：7台	 入賞 :	2	位    
29 坪井 益己  ﾂﾎ ｲ゙ ﾏｽﾐ 60 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '88 H-VT250 SPADA (DL)
33 川角 龍矢  ｶﾜｽﾐ ﾀﾂﾔ 29 ﾁｰﾑ Doppelt '11 H-CBR250R (DL)
34 矢野 慶一  ﾔﾉ ｹｲｲﾁ 45 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '16 H-CBR250R (DL)
45 久保田 明紀  ｸﾎ ﾀ゙ ｱｷﾉﾘ 47 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '12 H-CBR250R (PI)
51 日原 恵  ﾋﾊﾗ ｻﾄｼ 72 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '87 K-GPX250 (DL)
69 太田 恭之  ｵｵﾀ ﾀｶﾕｷ 25 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '17 H-CBR250RR 
77 矢田 博  ﾔﾀﾞ ﾋﾛｼ 46 チーム矢田＆マキ レーシング '90 H-VT250 SPADA (DL)
NEO-A	 参加：2台	 入賞 :	1	位	 	 	 	
8 島田 聖孝  ｼﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 52 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '89 H-NSR250R (PI)
39 髙野 博文  ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ 51 S.R.T＆マキ レーシング '90 H-CBR250RR (PI)
NEO-B	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
28 小林 修  ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 52 Team Roppongi '14 KTM-RC390 (PI)
60 望月 修司  ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 63 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '15 KTM-RC390 (DL)
61 日髙 慎介  ﾋﾀﾞｶ ｼﾝｽｹ 68 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：5台	 入賞 :	2	位	 	 	 		
30 中舘 宏道 (06/18) ﾅｶﾀﾞﾃ ﾋﾛﾐﾁ 43 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞ '13 PP-85 (BS)
43 石川 裕司  ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 65 NOGARO RACING ＋ＰＰ '97 PP-PNX85 (BS)
54 藤巻 光 (06/18) ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 43 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞ '13 H-CHEVALLER841 (DL)
63 池野 史典  ｲｹﾉ ﾌﾐﾉﾘ 54 NOGARO RACING '92 PP-PNF (BS)
70 阿部 洋  ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 41 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '89 H-NSR80 (BS)

★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。

※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

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
GP125	 1'59.040	(8	/	8)	 137.994	km/h	 13	 石川	武	/	TEAM	WIN-JACK	
NEO-250	 2'22.969	(3	/	7)	 114.898	km/h	 110	尾台	義明	(06/19)	/	ﾏｼﾝﾍｯﾄ ×゙UPBEAT	
NEO-A	 2'14.501	(2	/	8)	 122.131	km/h	 55	 中村	友彦	/	月刊ロードライダー	 	
NEO-B	 2'10.628	(2	/	8)	 125.753	km/h	 12	 米山	健一	/	ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ		
2&4-CMT	 2'13.104	(7	/	8)	 123.413	km/h	 59	 小寺	寛之	(06/19)	/	ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ

■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-CBR250RR/CBR250R・VTR250・旧 VTR250（キャブ仕様）・スパーダ 250/
　Y-YZF-R25・SRX250/S-GSR250・GSX250E/
　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・CBR250RR(4気筒 )	/Y-FZ250・TZR250/S-RGV250 γなど
■NEO-B
　2 スト、4 スト一般市販車 251〜 400cc ( 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

■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)　
■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
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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③08：46〜	 決勝②スタート12：24〜／周回数：9周	

Eモンスターアンリミテッド	 参加：12台	 入賞 :	4	位	 	 	 	
1 久保 時彦  ｸﾎﾞ ﾄｷﾋｺ 65 Team Domani '16 Y-YZF-R1 (DL)
2 蔵本 勝美  ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ 53 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ☆TSK '16 Y-YZF-R1 (DL)
3 高原 昌幸  ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 47 EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ･ ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ '15 Y-YZF-R1 (DL)
6 芹田 裕人  ｾﾘﾀ ﾋﾛﾄ 48 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 49 GOGレーシングチーム '13 BMW-S1000RR (MI)
8 吉野 倫夫  ﾖｼﾉ ﾐﾁｵ 50 RT.Remotion '15 Y-YZF-R1 (DL)
9 岩月 純也  ｲﾜﾂｷ ｼ ｭ゙ﾝﾔ 39 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '16 Y-YZF-R1 (BS)
11 水津 英彦  ｽｲﾂﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 52 Team PRIZE '12 BMW-S1000RR (DL)
26 吉岡 俊也 (06/18) ﾖｼｵｶ ﾄｼﾔ 54 ﾘﾘｶ AMENA '17 K-ZX-10RR (DL)
40 小松 保範  ｺﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ 35 ﾚｲｸｽ SUWA '10 S-GSX-R1000 (DL)
57 佐久間 岳  ｻｸﾏ ﾀｶｼ 56 NNRC ｶﾞﾚｰｼﾞｺｰﾅｰ ﾄ゙ ﾘﾝﾀﾞ '09 S-GSX-R1000 (BS)
98 西川 暢行 (06/18) ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 49 CORES＆スピードマスター '07 S-GSX-R1000 (BS)
Nモンスターアンリミテッド	 参加：7台　　	 入賞 :	2	位	    
30 赤池 佑太 (06/18) ｱｶｲｹ ﾕｳﾀ 29 YSP 富士吉田＆ MOTUL '12 Y-YZF-R1 (BS)
34 伊藤 計典 (06/18) ｲﾄｳ ｶｽ ﾉ゙ﾘ 47 YSP 富士吉田 /INDEPENDENT '15 Y-YZF-R1 (BS)
35 JOHN SHANLEY (06/18) ｼ ｮ゙ﾝ ｼｬﾝﾘｰ 49 TEAM SHAMROCK '15 BMW-S1000RR (MI)
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 51 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
59 有賀 信一郎  ｱﾘｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 48 Sunday Factory '11 BMW-S1000RR (PI)
71 PAUL TIMMONS ﾎﾟー ﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 52 FREEDOM　Racing '10 H-CBR1000RR (DL)
81 小沢 淳一 (06/18) ｵｻﾞﾜ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ 50 YSP 富士吉田 & ひぐらし＆ MOTUL '15 Y-YZF-R1 (BS)
Eプロダクション600	 参加：3台　　	 入賞 :	1	位    
13 小沢 勝彦  ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 52 ﾚｲｸｽ SUWA '06 H-CBR600RR (ME)
36 冨山 卓  ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 45 TEAM ZAMAER'S&100R '06 K-ZX-6RR (BS)
69 野本 修 (06/18) ﾉﾓﾄ ｵｻﾑ 48 ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ + ﾐｼｭﾗﾝ '08 Y-YZF-R6 (MI)

Eアンリミ/Nアンリミ/EP600

★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。

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
E-UL	 1'44.899	(2	/	9)	 156.596	km/h	 3	 高原	昌幸	/	EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ/MOTUL･ ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ	 	
N-UL	 1'49.016	(8	/	9)	 150.682	km/h	 81	 小沢	淳一	(06/19)	/	YSP富士吉田&ひぐらし&MOTUL	 	
EP-600	 1'53.890	(8	/	9)	 144.234	km/h	 36	 冨山	卓	/	TEAM	ZAMAER'S&100R	 	 	
NP-600	 1'54.064	(7	/	9)	 144.014	km/h	 69	 野本	修	(06/19)	/	ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ + ﾐｼｭﾗﾝ	 	 	
	

■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)
　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）



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⑥09：55〜	 決勝③スタート12：58〜／周回数：6周	

NP150	 参加：3台	 入賞 :	1	位	 	 	 		
67 川島 豊  ｶﾜｼﾏ ﾕﾀｶ 45 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '08 H-CBR150R (BS)
68 井出 章博  ｲﾃﾞ ｱｷﾋﾛ 46 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 34 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '06 H-CBR150 (DL)
COTT-125-4st.	 参加：1台	 賞典外	     
71 李 念石  ﾘ ﾈﾝｾｷ 41 ﾁｰﾑ 永楽 '76 H-CB125J (BS)
COTT-125-2st.	 参加：10台	 入賞 :	3	位     
6 有澤 弘幸  ｱﾘｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 71 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '80 H-CR125R (DL)
7 小林 赳夫  ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｵ 70 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '77 H-MT125R (BS)
12 川島 福司  ｶﾜｼﾏ ﾌｸｼ 56 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 54 城南ﾃｸﾆｶﾙｽﾎﾟー ﾂｸﾗﾌﾞ '83 H- ＲＳ125R (DL)
22 田口 勝雄  ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 68 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 50 東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '79 S-RM125 (DL)
31 斉藤 博  ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 52 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '74 K-KH125 (DL)
37 堰本 洋平  ｾｷﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 45 ﾁｰﾑ 永楽 '73 Y-TA125 (BS)
40 松原 孝範  ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｶﾉﾘ 46 TEAM・RISING＆永楽 '72 Y-TA125 (DL)
88 畠山 修一  ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 57 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '60 K- Ｃ２ (BS)
COTT-90	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
8 藤澤 英一  ﾌｼﾞｻﾜ ｴｲｲﾁ 69 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '74 Y-RD90 (BS)
9 秋山 富治  ｱｷﾔﾏ ﾄﾐﾊﾙ 64 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '72 Y-HT90 (BS)
20 尾崎 則之  ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 55 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '79 H-CR80 (BS)
35 奥津 靖良  ｵｸﾂ ﾔｽﾖｼ 69 日大 & 明治 MCC '80 Y-YZ80 (BS)
63 飯島 透  ｲｲｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 71 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 50 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '74 Y-RD90 (BS)
78 佐野 唱司  ｻﾉ ｼｮｳｼﾞ 67 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '71 Y-HT90 (BS)
COTT-50	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
2 小林 哲志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼ 67 ﾁｰﾑ 永楽 '67 S-AC50 (BS)
50 益子 國光 (06/18) ﾏｼｺ ｸﾆﾐﾂ 65 Roadrace-1DAY-Lisence '64 BS-GB1 (BS)
53 村田 博  ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 76 Ozy & FSC motoclub '69 Y-FS1 (BS)
58 田島 保夫  ﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 70 ﾁｰﾑ 永楽　スパイダー '79 H-MB5 (BS)
80 川俣 美弦  ｶﾜﾏﾀ ﾐﾂﾙ 59 Ozy & FSC motoclub '69 S-AC50 
90 岡 徹郎  ｵｶ ﾃﾂﾛｳ 67 ﾁｰﾑ 永楽・996 ﾚｰｼﾝｸﾞﾊ ｲ゚ﾚｰﾂ '68 S-AS50 (BS)
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NP150/COTT-125-4st・2st/90/50

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
NP150	 2'38.603	(6	/	6)	 103.572	km/h	 157	 堀江	俊介	/	東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ	
125空冷	 2'21.238	(4	/	6)	 116.306	km/h	 8	 佐野	富三治	/	ﾁｰﾑ ･ ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ	
125水冷	 2'19.383	(6	/	6)	 117.854	km/h	 22	 田口	勝雄	/	ﾁｰﾑ	永楽	
COTT-90	 2'30.389	(2	/	6)	 109.229	km/h	 9	 秋山	富治	/	ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	
COTT-50	 2'58.764	(2	/	5)	 91.891	km/h	 58	 田島	保夫	/	ｽﾊ ｲ゚ﾀﾞー M･C･C

■NP150(&NP125)
　（ニュー・プロダクション150）
　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-125-4st&2st
　4ストローク125ccベース〜163cc（30%排気量アップ可）
　2 ストローク125cc ベース〜114cc（15% 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

[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
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No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	

タイムアタック①08：00〜	 決勝④スタート13：25〜／7周	

サイドカー	 　	 参加：8台	 入賞 :	2位     
5 吉野 晴夫 (DRI)  ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 57 ﾚｲｸｽ SUWA-YZF  YZF-GSXR1100 
 小林 竜平 (PAS)  ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾍｲ 29 ﾚｲｸｽ SUWA-YZF  
6 原口 修 (DRI)  ﾊﾗｸﾞﾁ ｵｻﾑ 60 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '90 LCR-F1
 渡辺 富士男 (PAS)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 55 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
7 大関 政広 (DRI) (06/18) ｵｵｾﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 52 Team OZEKI '01 LCR-GSX-R1100
 栗原 亨 (PAS)  ｸﾘﾊﾗ ﾄｵﾙ 42 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
9 粕谷 悦次 (DRI)  ｶｽﾔ ｴﾂｼﾞ 59 Team 赤蜻蛉 '01 LCR-GSX-R1000
 とっきー (PAS)  ﾄｷﾞ ﾋﾛﾐ  Team 赤蜻蛉  
25 清野 正光 (DRI)  ｾｲﾉ ﾏｻﾐﾂ 61 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '90 LCR-KUMANO- ﾊﾔﾌﾞｻ
 古川 裕修 (PAS)  ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｽｹ 36 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 54 Team Iwamoto '07 LCR-F2
 森田 博一 (PAS)  ﾓﾘﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 42 Team Iwamoto  
66 渡辺 正人 (DRI)  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 53 Team Iwamoto '14 KUMANO-LCR-GSX-R1000
 安田 武司 (PAS)  ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 38 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ  
97 谷川 福康 (DRI)  ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾐﾔｽ 50 Port Douglas Racing '04 MR- ｴｷｯﾌﾟ
 藤原 亜由子 (PAS)  ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕｺ  Port Douglas Racing  

サイドカー

★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。

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Driver/Pssenger	 Club
SIDECAR	 2'10.839	(6	/	7)	 125.550	km/h	 9	 粕谷	悦次/ ﾄｯｷｰ	/	Team	赤蜻蛉

■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、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）



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④09：09〜	 決勝⑤スタート13：53〜／周回数：8周	

Super	Max	 参加：4台	入賞 :	1	位     
9 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 46 Ｔｅａｍ　Ｍａｘ１０＆モトストＭ７Ｒａｃｉｎｇ  KTM-RCSR (PI)
29 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 51 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '13 DUCATI-1199R (BS)
38 松岡 英治  ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ 43 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
88 波田 競治郎  ﾊﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 47 Team Max10+Cult Racing  BMW-S1000RR (DL)
Fast	Max	 参加：7台	入賞 :	2	位     
2 RYOMAX   ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 43 GYRO RACING  DUCATI-999S (BS)
5 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 49 チーム　トータス＆ロイ '03 DUCATI-996 (PI)
12 幡 昌仁  ﾊﾀ ﾖｼﾋﾄ 55 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)
13 中村 尚弘  ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 53 モトストレッタ  KTM-RC8R (PI)
16 滑川 正明  ﾅﾒｶﾜ ﾏｻｱｷ 67 モトストレッタ  KTM-RC8 (PI)
42 高橋 正典  ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 46 モト ストレッタ  BMW-S1000RR (PI)
44 大石 誠  ｵｵｲｼ ﾏｺﾄ 52 モーターサイクルジャパン  BMW-S1000RR 
Max3	 参加：1台	賞典外     
43 吉井 隼人  ﾖｼｲ ﾊﾔﾄ 24 BARRY Hoo  MV AGSTA ﾌﾞﾙﾀｰﾚ (PI)
Max10	 参加：3台	入賞 :	1	位     
25 尾崎 賢次  ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 55 モトストレッタ  DUCATI-900SS (PI)
30 吉田 隆  ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 57 M.T BOMBERS  MV AGSTA F4-750 (BS)
53 林 偉明  ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 56 MOTOR PRODUCT YAJIMA  bimota-db2 (MI)
Max-AC	 参加：6台	入賞 :	2	位     
7 営業本部長  ｳｽｲ ﾋｻｵ 66 日大 & 明治 MCC&Team MAX10  DUACTI-1000DS (DL)
8 企画部長  ｻｵﾄﾒ ｺｳｲﾁ 61 Team Max10  DUCATI-900SS (DL)
10 井川 学  ｲｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 45 整備部増締課  HD-FXDX-T (ME)
11 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 51 FREEDOM　Racing  DUCATI-900M (PI)
34 足立 貴志  ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 35 team Warm up !  DUCATI-F1 (PI)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 42 JOYRIDE SPEED SHOP  HD-FXR (Cn)
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Max10 Group 
Super Max/Fast Max/Max3/Max10/Max10-AC

★ Max10 グループはピット 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。

（賞典外）

[MAX10	Group]
海外メーカー（ビルダー含む）の車両による大人の「レースごっこ」
■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

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
Super	Max	1'49.636	(6	/	8)	 149.830	km/h	 88	 波田	競治郎	/	Team	Max10+Team	3/4
Fast	Max	 1'55.549	(2	/	8)	 142.163	km/h	 5	 尾澤	優和	/	ﾁｰﾑ ･ ﾄｰﾀｽ &ROY
Max3	 2'04.704	(2	/	7)	 131.726	km/h	 19	 滑川	正明	/	ﾓﾄ	ｽﾄﾚｯﾀ	
Max10	 2'07.230	(4	/	7)	 129.111	km/h	 23	 林	哲也	/	秋葉MC	animo!	
Max-AC	 2'04.833	(3	/	7)	 131.590	km/h	 12	 坂本	和久	/	FREEDOM	Racing
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No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

LOC-ジュニアB	 参加：1台	 賞典外		 	 	 	
24 大西 祐輔  ｵｵﾆｼ ﾕｳｽｹ 30 ｼ ｬ゙ﾝｸﾞﾙ ｽｸｰﾀｰｽﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ '67 ｼｰﾘｰ BS-350GTR (DL)
LOC-セニアB	 参加：8台	 入賞 :	2	位    
2 澤田 秀幸  ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 51 moto-JOY＆OVER '72 H-CB500F (DL)
15 髙木 康順  ﾀｶｷ ｺｳｼ ｭ゙ﾝ 63 小林プラスターＲＣ '72 H-CB500F 
19 髙橋 孝幸  ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 62 T.R レーシング '69 Rickman-Velocette (BS)
80 河瀬 徳康  ｶﾜｾ ﾉﾘﾔｽ 52 東海珈琲倶楽部 '69 H-Drixl-CB450 (BS)
81 森江 祥二  ﾓﾘｴ ｼｮｳｼﾞ 52 東海珈琲倶楽部 '69 DTiXL-HONDA-CB450 (DL)
88 稲嶋 展章  ｲﾅｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 49 LOCC '65 H-CB450 (ME)
101 正木 茂  ﾏｻｷ ｼｹﾞﾙ 61 ギャンブラーＲＴ '71 H-CB500F (DL)
181 日向野 康彦  ﾋｶ ﾉ゙ ﾔｽﾋｺ 50 TEAM 夢 RACING '70 H-CB450K1 (DL)
LOC-ヘビーウェイトA	 参加：6台	 入賞 :	2	位    
23 佐野 春彦  ｻﾉ ﾊﾙﾋｺ 45 ジミヘンレーシング '62 Norton Dominator (BS)
76 佐藤 健志  ｻﾄｳ ﾀｹｼ 38 OVER-Classics '61 TRITON (AV)
79 杉本 恭平  ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 37 BERRY BADS RACING '68 BSA-A65R 
146 佐藤 幸延  ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 49 moto-JOY & OVER '62 Norton Dominator (AV)
179 山田 浩冶郎  ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 49 チーム　ビロング '63 Norton TRITON (DL)
515 小山 武臣  ｺﾔﾏ ﾀｹﾄﾐ 40 TRIDE MCS '61 TRITON-650 (AV)
LOC-ヘビーウェイトB	 参加：8台	 入賞 :	2	位    
4 瀧川 秀樹  ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 41 R・C・C '69 RobNorth-Rocket3 (AV)
33 佐溝 紘平  ｻﾐｿﾞ ｺｳﾍｲ 32 33レーシング '78 Y-XS650 (DL)
53 藤久 直也  ﾌｼﾞﾋｻ ﾅｵﾔ 38 LIBERTARIA RACING '86 TRIUMPH-T140 (DL)
61 小沢 和之  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 55 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 54 TEAM 夢 RACING '71 H-CB750four (DL)
77 佐藤 健正  ｻﾄｳ ｹﾝｾｲ 63 moto-JOY & OVER '72 K-H2R (DL)
115 蓑原 十伍  ﾐﾉﾊﾗ ｼ ｭ゙ｳｺﾞ 31 極東 CLUB OBSOLETE '70 RobNorth-TRIDENT (AV)
650 神田 善久  ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 57 TEAM 夢 RACING '69 Y-XS-1 (DL)
LOC-ヘビーウエイトオープンB	 参加：8台　　入賞 :	2	位	    
39 村澤 弘昌  ﾑﾗｻﾜ ﾋﾛﾏｻ 39 LOCC '70 MOTO GUZZI-V7 ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞー  (BS)
46 中嶋 志朗  ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾛｳ 44 Team 46 works '70 BMW-R75/5 (DL)
71 鈴木 将昭  ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 43 Team 46 works '70 BMW-R50/5 (BS)
93 加藤 隆之  ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 27 Team 夢 Racing '72 H-CB750four (DL)
100 中井 恒和  ﾅｶｲ ﾂﾈｶｽﾞ 48 ギャンブラー RT '71 H-CB750 (DL)
145 長司 光正  ﾁｮｳｼﾞ ﾐﾂﾏｻ 53 モト･ラボロ R.T '72 MOTO GUZZI-V7-SPORT (AV)
178 亀山 新一  ｶﾒﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 63 チーム 華音 '74 H-CB550F (DL)
750 枝根 登  ｴﾀﾞﾈ ﾉﾎﾞﾙ 53 CLIMB Racing '72 H-CB750 Racer 

★ LOC は 37 番ピット LOC 事務局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）

タイムアタック⑤09：32〜	 決勝⑥スタート14：23〜／6周	

LOC Group 
ジュニア-B/セニア-B/ヘビーウェイト-A・B/ヘビーウェイトオープン-B

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
LOC- ｾﾆｱ A	 2'34.207	(3	/	6)	 06.524	km/h	 181	 日向野	康彦	/	ﾊｳｽﾛｯｶｰｽﾞ旧車倶楽部	 	
LOC- ｾﾆｱ B	 2'16.332	(4	/	6)	 120.491	km/h	 77	 佐藤	健正	/	moto-JOY	&	OVER	 	
LOC-HW	A	 2'21.991	(5	/	6)	 115.689	km/h	 76	 佐藤	健志	/	OVER-Classics	 	
LOC-HW	B	 2'13.344	(3	/	6)	 123.191	km/h	 4	 瀧川	秀樹	/	R･C･C	 	
LOC-HWOB	 2'12.394	(4	/	6)	 124.075	km/h	 750	 枝根	登	/	CLIMB	Racing	 	

[LOC]（レジェンド・オブ・クラシック）

主に大排気量・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"
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タイムアタック⑦10：18〜	 決勝⑧スタート14：48〜／7周	

OV40-LEGEND	 参加：12台	 入賞 :	4	位     
1 佐藤 敦 (06/18) ｻﾄｳ ｱﾂｼ 56 ジェスレーシングチーム '11 Y-YZF-R1 (DL)
5 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 49 ﾁｰﾑ ﾄｰﾀｽ '04 DUCATI-996 (PI)
17 伊藤 延佳 (06/18) ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 45 Roadrace-1DAY-Lisence '14 Y-MT-09 (PI)
18 飯倉 利行  ｲｲｸﾗ ﾄｼﾕｷ 58 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '08 H-CBR1000RR (BS)
28 久保山 直  ｸﾎﾞﾔﾏ ｽﾅｵ 32 GOGレーシングチーム '17 BMW-S1000RR (MI)
29 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 51 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '13 DUCATI-1199R (BS)
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 51 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
56 林 勝輝 (06/18) ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 48 Roadrace-1DAY-Lisence '02 DUCATI-998R (DL)
59 有賀 信一郎  ｱﾘｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 48 Sunday Factory '11 BMW-S1000RR (PI)
71 PAUL TIMMONS ﾎﾟー ﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 52 FREEDOM　Racing '10 H-CBR1000RR (DL)
72 安西 桑一  ｱﾝｻ ｲ゙ ｿｳｲﾁ 49 ﾁｰﾑ RS カタクラ＆ RF.Team Jun '07 Y-YZF-R1 (BS)
123 山崎 芳雄 (06/18) ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ 69 コロバーズⅢ '08 H-CBR1000RR (BS)
スーパーモンスター80ｓ-A	 参加：10台	 入賞 :	3	位	     
2 川島 英次 (06/18) ｶﾜｼﾏ ｴｲｼﾞ 49 Roadrace-1DAY-Lisence '82 K-Z1000R (CON)
14 石坂 恭男  ｲｼｻﾞｶ ﾔｽｵ 48 Ｆ・Ｂ・Ｒ '81 S-GSX1000S (CON)
21 楠 芳樹  ｸｽﾉｷ ﾖｼｷ 40 Ｂ.Ｃ.Ｒ '77 K-Z1R (CON)
30 佐藤 正之 (06/18) ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 38 Roadrace-1DAY-Lisence '76 K-Z900 (CON)
43 原山 正樹  ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 46 Ｂ.Ｃ.Ｒ '78 K-Z1000MK-Ⅱ (CON)
64 市川 禎之  ｲﾁｶﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ 40 REAL FLAT '81 K-KZ1000J (CON)
84 矢澤 隆  ﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ 46 Ｆ・Ｂ・Ｒ '83 K-Z1000R (CON)
95 小嶋 健二  ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 47 Ｆ・Ｂ・Ｒ '77 K-Z1-R (DL)
98 高須 健司 (06/18) ﾀｶｽ ｹﾝｼﾞ 47 Ｆ・Ｂ・Ｒ '79 K-Z1000LTD (DL)
156 土本 政則 (06/18) ﾂﾁﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 43 TEAM 156 '82 K-Z1100GP (ME)
CSSC-OPEN	 参加：8台	 入賞 :	2	位	 	 	 	
13 栗田 知幸  ｸﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ 42 DEVIL'S SAUCE M/C '08 HD-XR1200 (PI)
16 関 由典  ｾｷ ﾖｼﾉﾘ 54 CSSC '02 HD-XL1200S (CON)
66 笠井 大騎  ｶｻｲ ﾀ ｲ゙ｷ 34 T.R レーシング '07 HD-XL883R (DL)
75 都築 秀成  ﾂﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾅﾘ 45 chage motorcycles '96 HD-XL1200 (DL)
78 中川 清人  ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾄ 57 ZERO Engineering '02 HD-XL883R (BS)
79 北林 吾夫  ｷﾀﾊﾔｼ ｱｵ 30 El Mirage '02 HD-XL883 (BS)
96 石黒 恒好  ｲｼｸﾞﾛ ﾂﾈﾖｼ 47 ZERO Engineering '84 HD-XR1000 (BS)
109 三浦 晋一  ﾐｳﾗ ｼﾝｲﾁ 48 T.R レーシング '03 HD-XL1200S (DL)

 
Over40-Legend/SuperMonster'80s-A/CSSC-Open
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

★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。

■OV40-LEGEND（オーバー40・レジェンド）
 　40 歳以上 / 車両の制限無し/ スリックタイヤ使用可 
■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）
■CSSC-OPEN
　（クラブマン・スポーツ・スター・コンペティション）
　ハーレー・スポーツスターのクラス。

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
OV40-LEG	 1'51.306	(7	/	7)	 147.582	km/h	 2	 蔵本	勝美	/	ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ☆TSK	
S-80's-A	 1'59.829	(3	/	7)	 137.085	km/h	 143	 中澤	健一	(06/19)	/	RR-1DAY-Lisence	
CSSC-OPE	 2'04.623	(4	/	7)	 131.812	km/h	 48	 稲葉	政信	/	CHARGEmotorcycles	
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タイムアタック⑧10：41〜	 決勝⑧スタート15：16〜／6周	

LOC-ウルトラライトウェイト	 参加：2台	 入賞 :	1	位	 	 			
23 太田 毅  ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 54 ﾁｰﾑ 永楽＆SCRT '63 BULTACO-TSS125 (DL)
174 狩野 達也  ｶﾉｳ ﾀﾂﾔ 70 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '70 H-CB125J 
LOC-ライトウェイトA	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
2 鈴木 一郎  ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 67 ﾁｰﾑ日本橋 '66 S-T21 (DL)
10 清水 康次  ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼﾞ 67 ﾁｰﾑ日本橋 '62 H-CB72 (DL)
47 横瀬 文明  ﾖｺｾ ﾌﾐｱｷ 70 翼スピードクラブ '64 H-CB72 (DL)
72 佐藤 要  ｻﾄｳ ｶﾅﾒ 67 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 74 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ '65 BS-TA1 (BS)
105 宮崎 健太郎  ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 47 Team Muddy　Greeves '63 Greeves-Silverstone24RAS (DL)
210 川村 典夫  ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｵ 66 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：2台	 入賞 :	1	位     
178 中島 基夫  ﾅｶｼﾞﾏ ﾓﾄｵ 57 チーム麻屋呉服店 '69 Y-YS6 (BS)
243 西川 隆幸  ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 67 RC かなべえ & MCR '72 H-SL250 (DL)
LOC-ジュニアA	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
1 小坂 誓  ｺｻｶ ｾｲ 44 Team Ted's Special '64 H-CB77 (DL)
3 山田 勝  ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾙ 75 ALL JAPAN L.O.C.C. '63 ﾄﾘｶｯﾃｰ (DL)
60 長田 啓孝  ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 42 カレースピードクラブ '64 H-CB77 (DL)
513 岡本 貴史  ｵｶﾓﾄ ﾀｶｼ 40 TRIDEMCS '55 BSA-Goldstar 
LOC-セニアA	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
12 赤石 巌  ｱｶｼ ｲﾜｵ 63 桐高レーシング '61 Machiless-G50 (AV)
20 土井 敬一  ﾄ ｲ゙ ｹｲｲﾁ 51 極東 CLUB OBSOLETE '62 Norton Manx (AV)
52 津軽 承徳  ﾂｶﾞﾙ ﾂｸ ﾉ゙ﾘ 63 ﾃｨｰﾑ ﾜｰｸﾎﾘｯｸ '62 Machiless-G50 (AV)
303 関場 勝哉  ｾｷﾊﾞ ｶﾂﾔ 43 Fabulous Moderns '62 Norton Manx-30M (AV)
LOC-PRE1950	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
86 薄田 徳明  ｳｽﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 49 ALL JAPAN L.O.C.C. '36 Norton-40M (AV)
517 清板 聡  ｾｲﾀ ｻﾄｼ 41 TRID MCS '40 INDIAN-Sports Scout (DL)

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

★ LOC は 37 番ピット LOC 事務局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 
ウルトラライトウェイト/ライトウェイト-A・B/ジュニア-A/セニア-A/PRE1950

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
LOC-ULW	 2'49.970	(3	/	6)	 96.645	km/h	 111	 河合	充男	/	ﾁｰﾑ	永楽&SCRT	 	
LOC-LW	A	 2'31.533	(5	/	6)	 108.404	km/h	 47	 横瀬	文明	/	翼ｽﾋﾟー ﾄ ｸ゙ﾗﾌﾞ	 	
LOC-LW	B	 2'24.158	(3	/	6)	 113.950	km/h	 145	 坂本	貴則	/	8 ｽﾄﾛｰｸ & ｶﾌｪﾚｰｻｰ	 	
LOC-Jr.A	 2'30.693	(2	/	3)	 109.008	km/h	 3	 山田	勝	/	ALL	JAPAN	L.O.C.C.	 	
LOC-Jr.B	 2'22.072	(2	/	6)	 115.623	km/h	 1	 赤石	圭亮	/	桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ	 	
LOC-PRE	 3'01.198	(2	/	4)	 90.657	km/h	 122	 岩崎	譲	/	The	Motorcycle	Classics	
	

[LOC]（レジェンド・オブ・クラシック）
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⑨11：04〜	 決勝⑨スタート15：42〜／6周	

AVCC-MDF-A	 参加：2台	 入賞 :	1	位	 	 	 		
35 片山 哲郎  ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 56 MAVAZI RACING '47 HD-FL1450 
61 瀬戸 伸欣  ｾﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 47 NAGATA CITY+Movingson '47 HD-FL1340 (DL)
AVCC-MDF-B	 参加：12台	 入賞 :	4	位     
3 伊藤 一也  ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 42 FIRST-ARROW'S/Hardly Driveable '48 HD-WR750 (CON)
8 駒崎 誠士郎  ｺﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾛｳ 49 チーム MIYAKOSHI '47 HD-WL877 
11 角田 一正  ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 52 Neat Style Racing Club '42 HD-WLD750 (DL)
22 小川 竜一  ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ 41 Wheelies Racing '49 HD-WL750 (CON)
49 久岡 祐三  ﾋｻｵｶ ﾕｳｿﾞｳ 48 TEAM ☆ MIYAKOSHI '49 HD-WR750 (AV)
60 船水 猛  ﾌﾅﾐｽﾞ ﾀｹｼ 39 TOKYO INDIANS RACING CLUB '48 Indian-Big Base750 (DL)
62 仁井田 光則  ﾆｲﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 49 Ｎatural Steel Works '39 HD-WL750 
66 中川 慎太郎  ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 40 Weelies Racing '42 HD-WL883 (CON)
67 神原 良太  ｶﾝﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 49 BANKARA　RACING DIVISION '48 HD-WR750 (AV)
78 徳山 大介  ﾄｸﾔﾏ ﾀ ｲ゙ｽｹ 42 BANKARA RACING DIVISION '51 HD- Ｗ R750 (DL)
82 宮本 幸治  ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 42 Valley Auto Racing Team '51 HD-WR900 (DL)
85 田邊 英孝  ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃ ﾀ゙ｶ 42 Ｎatural Steel Works '45 HD-G900 (CON)
AVCC-STOCK-B	 参加：9台	 入賞 :	3	位     
12 吉井 俊夫  ﾖｼｲ ﾄｼｵ 54 Natural Steel Works '41 HD-WLA740 (DL)
41 山崎 武志  ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 38 ZERO engineering+ ﾀｹｽﾋﾟー ﾄ゙  '42 HD-WAL750 (CON)
42 米本 利在  ﾖﾈﾓﾄ ﾄｼｱｷ 43 RASH RACING CLUB '42 HD-WLA750 (DL)
65 小林 寛明  ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 42 Natural Steel Works '47 HD-WL750 (CON)
71 嶋田 浩史  ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 44 Natural Steel Works '48 HD-G750 (DL)
73 古山 彰一  ﾌﾙﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 40 El Mirage '42 HD-WLA750 (DL)
83 松井 康通  ﾏﾂｲ ﾔｽﾐﾁ 43 Natural Steel Works '42 HD-WLA750 (CON)
95 三柴 安生  ﾐｼﾊﾞ ﾔｽｵ 44 El Mirage '35 INDIAN-Sport Scout (DL)
98 横山 徳男  ﾖｺﾔﾏ ﾉﾘｵ 53 MAVAZI RACING '45 HD-WL750 (AV)
AVCC-FSCR	 参加：10台	 入賞 :	3	位     
7 渡邉 清和  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｶｽﾞ 50 ｵｰﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾌｼﾞｼﾏ '72 HD-XR750 
26 米澤 政幸  ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 46 TEAM-HOT-DOCK '72 HD-XR750 (CON)
29 代田 雅実  ﾀ ｲ゙ﾀ ﾏｻﾐ 46 MA SUPPLY '81 HD-FXB1420 (CON)
30 川上 浩平  ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 37 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 33 Zero engineering+ タケスピード '48 HD-FL1380 (CON)
45 河北 啓二  ｶﾜｷﾀ ｹｲｼﾞ 62 TEAM-HOT-DOCK '72 HD-XR750 (BS)
46 滝沢 伸介  ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｽｹ 50 LSR+HOT-DOCK '72 HD-XR750 (BS)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 42 JOYRIDE SPEED SHOP '69 HD-FLH1340 (CON)
79 徳山 裕太郎  ﾄｸﾔﾏ ﾋﾛﾀﾛｳ 38 BANKARA RACING DIVISION '58 HD-KR750 (DL)
80 藤田 慎平  ﾌｼ ﾀ゙ ｼﾝﾍ ｲ゚ 36 RASH RACING CLUB '75 HD-XLCH1000 (DL)

 
AVCC-モディファイド-A・B/ストック-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 35 番ピット AVCC 事務局前で行います。

[AVCC]（アメリカン・ヴィンテージモーターサイクル・コンペティション・クラブマンロードレース）
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　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
MDF-A	 2'30.308	(4	/	6)	 109.288	km/h	 57	 堀江	仁志	/	 ﾁｬｰｼﾞ	 ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｽﾞ	
MDF-B	 2'38.758	(6	/	6)	 103.471	km/h	 67	 神原	 良太	/	Bankara	Racing	Division	
ST-B	 2'42.560	(5	/	6)	 101.051	km/h	 83	 松井	 康通	/	Natural	Steel	Works	
FSCR	 2'31.965	(5	/	6)	 108.096	km/h	 46	 滝沢	伸介	/	LSR+HOT	DOCK	 	
	



e
d

3
0

0
0

タイムアタック⑩11：27〜	 決勝⑩スタート16：13〜／45分	

 
エンデュランス 3000
No.	 クラブ名	 名前　フリガナ　(年齢)	 車両名	 タイヤ

ED3000-SP12	 参加：2台	 入賞 :	1	位	 	 	 		
2	 ノースアイランド	   '99 H-NSR-mini (BS)
 A：河合 治 ｶﾜｲ ｵｻﾑ (48)/B：山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ (55)/C：入倉 剛史 ｲﾘｸﾗ ﾀｹﾌﾐ (40) 
11	 やまっちレーシング   '00 H-CBR150R (BS)
 A：東 和人 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ (60)/B：藤井 孝了 ﾌｼ ｲ゙ ﾀｶﾉﾘ (42) 
ED3000-2st.GP	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
7	 松戸FLASH+2AC-SPEED  '97 H-Zac-M (BS)
 A: 南部 洋征 ﾅﾝﾌﾞ ﾋﾛﾕｷ (47)
16	 松戸ＦＬＡＳＨ+2AC.SPEED	R	  '90 H-RS125 (DL)
 A：小熊 啓稔 ｵｸﾞﾏ ﾋﾛﾄｼ (50)/B：早田 茂 ﾊﾔﾀ ｼｹﾞﾙ (44)
ED3000-4st.GP	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
3	 単車工房道楽    H-CBR150RS (BS)
 A：村尾 厚志 ﾑﾗｵ ｱﾂｼ (58)/B：松本 保文 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ (61)/C：小寺 寛之 ｺﾃﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ (30) 
32	 フレンド＆マキ	レーシング   H-CBR150R (DL)
 A：山本 時彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｷﾋｺ (64)/B：先崎 司 ｾﾝｻﾞｷ ﾂｶｻ (47) 
93	 静岡スポーツライダース  '13 Y-YZF-R15 (DL)
 A：日下部 和正 ｸｻｶﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ (50)
ED3000-FL-1	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
8	 プライベートレーシング＆ハニービー	  '14 H-CBR250R (PI)
 A：久保 隆  ｸﾎﾞ ﾀｶｼ (53)/B：安藤 聡 ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ (52) 
9	 チーム・ムーチ   '12 H-CBR250R (DL)
 A：高麗 誠次 ｺﾏ ｾｲｼﾞ (63)/B：桜井 正博 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ (43)/C：高麗 豊 ｺﾏ ﾕﾀｶ (27) 
13	 単車工房道楽＆NOGARO  '90 Y-SRX250F (PI)
 A：佐野 英明 ｻﾉ ﾋﾃﾞｱｷ (58)/B：柴田 章彦 ｼﾊ ﾀ゙ ｱｷﾋｺ (47) 
17	 プライベートレーシングwith	JIN	PRIZE '13 H-CBR250R (DL)
 A：工藤 雅男 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｵ (52)/B：菊地 博憲 ｷｸﾁ ﾋﾛﾉﾘ (45)/C：中村 英康  ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ (51) 
173	 HINAMI	RACING  '15 H-CBR250R (DL)
 A：閏間 三博 ｳﾙﾏ ﾐﾋﾛ (43)/B：閏間 明子 ｳﾙﾏ ｱｷｺ 
ED3000-FL-2	 参加：6台	 入賞 :	3	位	     
5	 モトレボ＆ハニービー	   Y-YZF-R25 (DL)
 A：大畑 信彦 ｵｵﾊﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ (49)
22	 東京オリンピック＆加山車隊  '09 K-Ninja250 (BS)
 A：渡辺 則幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ (49)/B：Kwok Tak Chi ｸｫｯｸ ﾀｸ ﾁｰ (54)/C：矢萩 一男 ﾔﾊｷﾞ ｶｽﾞｵ (51) 
29	 静岡スポーツライダース+望月太喜十朗 '88 H-SPADA250
 A：島田 聖孝 ｼﾏﾀﾞ ｷﾖﾀｶ (52)/B：坪井 益己 ﾂﾎ ｲ゙ ﾏｽﾐ (60)
30	 静岡スポーツライダース+望月太喜十朗 '90 H-VT250 SPADA (DL)
	 A：太田川 勝巳 ｵｵﾀｶﾞﾜ ｶﾂﾐ (52)/B：赤池 智広 ｱｶｲｹ ﾄﾓﾋﾛ (46)
37	 モーターサイクルジャパン  '15 Y-YZF-R25 (PI)
 A：岩瀬 修一 ｲﾜｾ ｼｭｳｲﾁ (41)/B：大場 英明 ｵｵﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ (38) 
77	 チーム矢田＆マキ	レーシング	  '90 H-VT250 SPADA (DL)   
 A：矢田 博  ﾔﾀﾞ ﾋﾛｼ (46)/B：新田 一美 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾐ (49) 

[ED3000]（エンデュランス 3000）

プライベートレーシングによる 45 分耐久レース

● FASTEST LAP　(2016-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
SP12	 2'20.839	(17	/	19)	 116.635	km/h	 11	 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀﾚｰｼﾝｸﾞ	/	H-CBR150	
2st.GP	 2'16.961	(6	/	16)	 119.938	km/h	 7	 松戸FLASH	/	H-CR85	
4st.GP	 2'13.765	(10	/	20)	 122.803	km/h	 112	単車工房道楽& ｴﾌﾃｯｸ	/	H-CBR150RS	
FL-1	 2'15.949	(13	/	20)	 120.831	km/h	 13	 単車工房道楽&NOGARO	/	Y-SRX250F	
FL-2	 2'21.695	(11	/	19)	 115.931	km/h	 22	 東京ｵﾘﾝﾋ ｯ゚ｸ	/	K-Ninja250	
FL-4	 2'11.380	(16	/	20)	 125.033	km/h	 12	 GARAGE	MAKI	RACING	/	H-CBR250RR	
TMAX	 2'16.331	(13	/	20)	 120.492	km/h	 18	 TEAMきらあ&	H.I.RACING	with	弥	/	Y-T	MAX	
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★ ED3000 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、ED3000 事務局で行います。

ED3000-FL-4	 参加：11台	 入賞 :	5	位     
1	 マキ	レーシング	   '89 H-CBR250 (BS)
 A：前野 繁  ﾏｴﾉ ｼｹﾞﾙ (58)/B：小池 淳一 ｺｲｹ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ (44)/C：右田 博久 ﾐｷ ﾀ゙ ﾋﾛﾋｻ (34) 
4	 レーシングチームハニービー  '80 H-CB250RS (BS)
 A：久保 信男 ｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｵ (71)/B：小寺 義弘 ｺﾃﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ (64)  
15	 プライベートレーシング  '90 H-CBR250RR (PI)
 A：中泉 保博 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ (50)
19	 ARC☆プライベートレーシング  '89 K-ZXR250R (BS)
 A：相川 亨 ｱｲｶﾜ ﾄｵﾙ (52)/B：島 俊郎 ｼﾏ ﾄｼｵ (48) 
21	 瀬野土建レーシング部  '90 H-CBR250RR (PI)
 A：渡辺 満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ (54)/B：蔵本 勝美 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ (53)/C：米山 健一 ﾖﾈﾔﾏ ｹﾝｲﾁ (49) 
31	 静岡スポーツライダース+望月太喜十朗 '90 H-CBR250RR (PI)
	 廣瀬 市郎 ﾋﾛｾ ｲﾁﾛｳ (47)
33	 プライベートレーシング＆ハニービー  '89 H-CBR250R (DL)
 A：服部 隆 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｼ (48)/B：佐藤 弘志  ｻﾄｳ ﾋﾛｼ (52)/C：服部 龍也 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ (22) 
38	 東京オリンピック	   '90 H-CBR250RR (PI)
 A：小山 誠司 ｺﾔﾏ ｾｲｼﾞ (53)/B：平山 浩嗣 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ (53)/C：荘 利光 ｿｳ ﾄｼﾐﾂ (68)  
39	 S.R.T.＆マキ	レーシング  '90 H-CBR250RR (PI)
 A：髙野 博文 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ (51)/B：石川 勝則 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾉﾘ (49) 
42	 プライベートレーシング  '88 H-CBR250R (BS)
 A：菅谷 公利 ｽｶﾞﾔ ｷﾐﾄｼ (50)
86	 東京オリンピック＆KELPA   H-CBR250RR (PI)
 A：根岸 靖浩 ﾈｷﾞｼ ﾔｽﾋﾛ (45)/B：安田 裕二 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ (52) /C：栗栖 国安 ｸﾘｽ ｸﾆﾔｽ (62) 
01	 野田ジュニアレーシングクラブ  '88 Y-TZR250 (PI)
 A：伊藤 忠雄 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ (55)
ED3000-TMAX	 参加：10台	 入賞 :	5	位	     
18	 TEAMきらあ＆	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 (45) 
28	 Quarter	Dragon   Y-T MAX 
 A：四分一 龍之進　ｼﾌ ｲ゙ﾁ ﾘｭｳﾉｼﾝ (40)/B：平山 浩司 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ (47)/C：石井 秋男 ｲｼｲ ｱｷｵ (45) 
41	 841ﾚｰｼﾝｸﾞ	 	 	  Y-T MAX
 A：植西 哲 ｳｴﾆｼ ﾃﾂ /B：
49	 T	MAX-ON	Racing	Project  '12 Y-T MAX (PI)
 A：藤ヶ谷 栄二 ﾌｼﾞｶﾞﾔ ｴｲｼﾞ (46)
51	 Quarter	Dragon   Y-T MAX
 A：浅倉 剛昭 ｱｻｸﾗ /B：平石 智也  ﾋﾗｲｼ ﾄﾓﾔ (30)
64	 841ﾚｰｼﾝｸﾞwith	B	 	  Y-T MAX
 A：吉田 浩 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ
82	 Quarter	Dragon	with	サンスクリット  Y-T MAX
 A：塚本 昭人 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾄ
211	 TEAMきらあ＆	H.I.RACING	with	弥生ちゃんⅡ  Y-T MAX
 A：池内 寛幸 ｲｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ (44)
432	 Quarter	Dragon   Y-T MAX
 A：熱田 修一 ｱﾂﾀ ｼｭｳｲﾁ (42)/B：蛭田 暁 ﾋﾙﾀ ｱｷﾗ (40)/C：荻沢 透　ｵｷﾞｻﾜ ﾄｵﾙ (34)
841	 841Racing    Y-T MAX
 A：松浦 吉孝 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ (51)

No.	 クラブ名／名前・フリガナ（年齢）	 	 車両名	 タイヤ

（賞典外）
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