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主催：全日本モーターサイクルクラブ連盟



T
IM

E
 S

C
H

E
D

U
L

E

　令和 2 年 3 月1 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 〜 08：30 参加受付（プログラム・ポンダー配布）
 　　 06：30 〜 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 〜 08：17  NP150(1)/COTT-125(6)・90(7)・50(3)
②　08：11までに集合 08：26 〜 08：43 GP-125(6)/NEO-250(8)/NEO-A(2)/NEO-B(2)/2&4(2)
③　08：37 までに集合 08：52 〜 09：09  E アンリミテッド (7)/ N アンリミテッド (5)
④　09：03 までに集合 09：18 〜 09：38 サイドカー (6)
⑤　09：32 までに集合 09：47〜10：04 Super MAX(7)/Fast MAX(4)/MAX3(1)/MAX10(3)/MAX10-AC(3)
⑥　09：58 までに集合 10：13 〜10：30 LOC- ヘビーウェイトオープン B(5)/ヘビーウェイト A(3)・B(4)
   セニアA(5)・B(1)/ ジュニアA(4)・B(2)/ ライトウェイト A(1)・B(2）
   ウルトラライトウェイト (1)/PRE1950(1)
⑦　10：24 までに集合 10：39 〜10：56 オーバー 40- レジェンド (8)/ スーパーモンスター 80's-A(1)CSSC-OPEN(2)
⑧　10：50 までに集合 11：05 〜11：22  AVCC-MDF-A(2)・B(7)/STOCK-B(4)/FSCR(15)
⑨　11：16 までに集合 10：31〜11：51 エンデュランス 3000
   SP12(2)/2st.GP(2)/4st.GP(2)/Qt-1(2)/Qt-2(4)/Qt-4(9)/T-MAX(4)
◆リタイヤ引き上げ 

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　11：41までに集合 12：01〜12：19  7 周 サイドカー
②　12：09 までに集合 12：29 〜12：49  8 周 GP-125/NEO-250・A・B/2&4
③　12：39 までに集合 12：59 〜13：23  9 周 E アンリミテッド/N アンリミテッド
④　13：13 までに集合 13：33 〜13：50  6 周 NP150/COTT-125-4st・2st・90・50
⑤　13：40 までに集合 14：00 〜14：20  8 周 Super MAX/Fast MAX/MAX3/MAX10/MAX10-AC
◆リタイヤ引き上げ
⑥　14：10 までに集合 14：30 〜14：46  6 周 LOC-ヘビーウェイトオープン B/ヘビーウェイト A・B
     セニアA・B/ ジュニアA・B/ ライトウェイト A・B
     ウルトラライトウェイト/PRE1950
⑦　14：36 までに集合 14：56 〜15：14  7 周 オーバー 40- レジェンド/SM80's-A/CSSC-OPEN
⑧　15：04 までに集合 15：24 〜15：40  6 周 AVCC-MDF-A・B/STOCK-B/FSCR
◆リタイヤ引き上げ
⑨　15：25 までに集合 15：55 〜16：40 45 分 エンデュランス 3000
     SP12/2st.GP/4st.GP/Qt-1/Qt-2/Qt-4/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。

（2020.02.26 更新）

2020 Clubman Roadrace 第1戦  
MCFAJ	 =94台
MAX10	 =18台
L.O.C.	 =29台
ED3000	 =25台
総出走台数	=166台



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④09：18〜	 決勝①スタート12：01〜／周回数：7周	

サイドカー	 参加：6台	 入賞：2位	    
5 吉野 晴夫 (DRI)  ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 59 ﾚｲｸｽ SUWA '92 YZF-GSXR1100 
 渡辺 富士男 (PAS) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 58 ﾚｲｸｽ SUWA   

6 原口 修 (DRI)  ﾊﾗｸﾞﾁ ｵｻﾑ 63 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '99 LCR-929 
 大木 秀高 (PAS)  ｵｵｷ ﾋﾃ ﾀ゙ｶ 55 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 62 Team 赤蜻蛉 '01 LCR-GSX-R1000 
 栗原 亨 (PAS)  ｸﾘﾊﾗ ﾄｵﾙ 45 Team 赤蜻蛉   

24 手塚 潤 (DRI)  ﾃﾂﾞｶ ｼ ｭ゙ﾝ 50 Team OZEKI '90 LCR-ADM 
 大関 政広 (PAS)  ｵｵｾﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 54 Team OZEKI   

25 清野 正光 (DRI)  ｾｲﾉ ﾏｻﾐﾂ 63 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '90 LCR- ハヤブサ 
 小林 佳南 (PAS)  ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅﾝ 44 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ   

56 小沼 英明 (DRI)  ｵﾇﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 39 ｔｅａｍ TRS '14 LCR-KUMANO-GSX-R1000 
 冨本 至高 (PAS)  ﾄﾐﾓﾄ ｼｺｳ 34 ｔｅａｍ TRS   

★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

サイドカー

■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）

● FASTEST LAP　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
SIDECAR	 2'07.466	(2	/	7)	 128.872	km/h	 7	 大関政広	(D)	/冨本至高	(P)	/	Team	OZEKI	



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②08：26〜	 決勝②スタート12：29〜／周回数：8周	

GP125	 参加：6台	 入賞 :	2	位    
6 木村 一弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 56 RACING HORNET '18 H-NSF250R (DL)
7 清田 裕司  ｷﾖﾀ ﾕｳｼﾞ 46 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '04 H-RS125R (DL)
10 荒川 淳  ｱﾗｶﾜ ｼ ｭ゙ﾝ 57 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（ゆみぞ〜はしる祝 50 歳） '01 H-RS125R (BS)
13 石川 武  ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 54 TEAM WIN-JACK '95 H-RS125R (BS)
52 西川 貢司  ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 46 GUST CLUB nao R&D+ モトール '04 H-RS125R (BS)

NEOプロダクション250	 参加：8台	 入賞 :	2	位    
16 山田 雄二 (03/01) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 35 ミドリヤレーシング '17 H-CBR250R (DL)
18 市村 義郎  ｲﾁﾑﾗ ﾖｼﾛｳ 62 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '19 H-CBR250RR (BS)
34 矢野 慶一  ﾔﾉ ｹｲｲﾁ 47 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '17 H-CBR250RR (PI)
35 秋山 亮冶 (03/01) ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 47 ﾘﾘｶ AMENA '17 H-CBR250RR (DL)
41 坪井 益己  ﾂﾎ ｲ゙ ﾏｽﾐ 62 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '88 H-VTR250 SPADA (DL)
45 久保 隆  ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 56 プライベートレーシング＆ハニービー '17 H-CBR250RR (BS)
86 山田 晴久  ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ 52 S.R.T 荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ & ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ '17 Y-YZF-R25 (PI)
110 久保田 明紀  ｸﾎ ﾀ゙ ｱｷﾉﾘ 50 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '90 K-ZZR250RR (BS)

NEO-A	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
3 Mark Spencer (03/01) ﾏｰｸ ｽﾍﾟﾝｻｰ 55 Roadrace-1DAY-Lisence '94 Y-TZR250R-SP (BS)
39 髙野 博文  ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ 54 S.R.T 荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ & ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ '88 H-NSR250R (PI)

NEO-B	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
60 望月 修司  ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 66 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '15 KTM-RC390 (DL)
82 小林 修 (03/01) ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 54 Roadrace-1DAY-Lisence '15 KTM-RC390 (BS)

2&4- ｸﾗﾌﾞﾏﾝﾄﾛﾌｨｰ	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
63 池野 史典  ｲｹﾉ ﾌﾐﾉﾘ 56 NOGARO RACING '92 PP-PNF (BS)
84 藤巻 光  ﾌｼﾞﾏｷ ﾋｶﾙ 46 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '13 H-CHEVALLER841 (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。

GP125/NEO-250/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)　
■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　(2019-RR02）
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
GP125	 1'59.505	(7	/	8)	 137.457	km/h	 13	 石川武	/	TEAM	WIN-JACK
NEO-250	2'16.297	(6	/	7)	 120.522	km/h	 86	 山田晴久	/	S･R･T荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ & ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ
NEO-A	 2'10.066	(3	/	8)	 126.296	km/h	 39	 髙野博文	/	S･R･T荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ & ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ
NEO-B	 2'14.098	(8	/	8)	 122.498	km/h	 82	 小林修	/	Scuderia.ITK+DiREX.AFG
2&4	 2'13.034	(8	/	8)	 123.478	km/h	 63	 池野史典	/	NOGARO	RACING

■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（２気筒）・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-NSR250R/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



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③08：52〜	 決勝③スタート12：59〜／周回数：9周	

Eアンリミテッド	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
2 蔵本 勝美  ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ 56 プライベートレーシング☆TSK '16 Y-YZF-R1 (DL)
3 高原 昌幸  ﾀｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 50 EISHINレーシング '15 Y-YZF-R1 (DL)
4 吉野 倫夫  ﾖｼﾉ ﾐﾁｵ 53 RT.Remotion '15 Y-YZF-R1 (DL)
9 星 健太郎  ﾎｼ ｹﾝﾀﾛｳ 42 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ ｽｳｨﾝｸﾞ '05 H-CBR1000RR (BS)
10 吉岡 俊也 (03/01) ﾖｼｵｶ ﾄｼﾔ 57 ﾘﾘｶ AMENA '17 K-ZX-10RR (DL)
15 中野 誠司  ﾅｶﾉ ｾｲｼﾞ 56 イナ.レーシング.チーム '15 APRILIA-RSV4RF (DL)
51 水津 英彦  ｽｲﾂﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 54 Team PRIZE '12 BMW-S1000RR (DL)

Nアンリミテッド	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
21 髙橋 俊夫  ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 57 イナ.レーシング.チーム  APR-RSV4 (DL)
33 JOHN SHANLEY (03/01) ｼ ｮ゙ﾝ ｼｬﾝﾘｰ 51 TEAM SHAMROCK '15 BMW-S1000RR (MI)
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 54 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
64 平野 光太郎  ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾛｳ 55 RT.Remotion '16 Y-YZF-R1 (DL)
71 PAUL TIMMONS ﾎﾟー ﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 55 FREEDOM　Racing '18 Y-YZF-R1 (DL)

Eアンリミ/Nアンリミ

★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。

■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（ゼッケン：青地×白文字）

● FASTEST LAP　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
E ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ	 1'44.789	(2	/	9)	 156.761	km/h	 3	 高原昌幸	/	EISHIN ﾚｰｼﾝｸﾞ･ ﾘｱﾙﾌﾗｯﾄ
N ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ	 1'48.645	(9	/	9)	 151.197	km/h	 88	 鎌田淳	(05/26)	/	Leon&RTT	Racing
P600	 1'53.022	(8	/	9)	 145.342	km/h	 33	 佐藤聖	/	ﾁｰﾑ RS ｶﾀｸﾗ &RF.Team	Jun

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	

タイムアタック①08：00〜	 決勝④スタート13：33〜／7周	

NP150	 参加：1台	 賞典外     
77 福西 哲男 (03/01) ﾌｸﾆｼ ﾃﾂｵ 52 ミドリヤレーシング '17 H-CBR150R (BS)

COTT-125	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
6 有澤 弘幸  ｱﾘｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 73 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '80 H-RS125 (DL)
22 田口 勝雄  ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 70 ﾁｰﾑ 永楽 '77 H-MT125R (BS)
31 斉藤 博  ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 54 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ + 望月太喜十朗 '78 K-KH125 (DL)
37 堰本 洋平  ｾｷﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 48 TEAM RISING＆永楽 '73 Y-RD125 
71 李 念石  ﾘ ﾈﾝｾｷ 44 ﾁｰﾑ 永楽 '75 H-CB125J (BS)
185 野坂 嘉明  ﾉｻｶ ﾖｼｱｷ 65 ﾁｰﾑ 永楽 '78 H-MT125RⅢ (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 71 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '74 Y-RD90 (BS)
23 野口 譲  ﾉｸﾞﾁ ｼ ｮ゙ｳ 45 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ '79 H-CR80RA (BS)
26 尾崎 則之  ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 57 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 72 日大 & 明治 MCC '80 Y-YZ80 (BS)
65 越塚 進一  ｺｼﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ 53 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 70 大富士ﾚｰｼﾝｸﾞ '72 Y-HT90 (BS)
88 畠山 修一  ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 60 ﾁｰﾑ ｸﾘﾓﾄ '68 K-90SS 

COTT-50	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
2 小林 哲志  ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼ 70 ﾁｰﾑ 永楽 '68 S-AC50 (BS)
53 小川 鉄夫  ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ 71 ﾁｰﾑ 永楽 '64 BS-50 (BS)
58 田島 保夫  ﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 73 ﾁｰﾑ 永楽 '79 H-MB5 (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。

NP150/COTT-125/COTT-90/COTT-50

[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

■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/S-ジサー/
　GSX-R125/SS ISHII-02W/KTM-DUKE125/RC125 等

■COTT-125
　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

● FASTEST LAP　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
NP150	 2'32.884	(4	/	6)	 107.446	km/h	 157	堀江	俊介	/	東山ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ	
COTT-125-4st	 2'43.793	(3	/	6)	 100.290	km/h	 71	 李	念石	/	ﾁｰﾑ	永楽	
COTT-125-2st	 2'20.668	(5	/	6)	 116.777	km/h	 6	 有澤	弘幸	/	ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	
COTT-90	 2'49.085	(5	/	5)	 97.151	km/h	 8	 藤澤	英一	/	ﾁｰﾑ	ｸﾘﾓﾄ	
COTT-50	 3'01.696	(2	/	2)	 90.408	km/h	 53	 村田	博	/	Ozy	&	FSC	motoclub



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⑤09：47〜	 決勝⑤スタート14：00〜／周回数：8周	

Super	Max	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
9 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 49 モトストレッタ  KTM-RC8R (PI)
15 中野 誠司  ﾅｶﾉ ｾｲｼﾞ 56 イナ.レーシング.チーム '15 APRILIA-RSV4RF (DL)
18 Thierry Leung  ﾃﾘｰ ﾘｱﾝ 54 M.T.　BOMBER  DUCATI-Panigale1199R (PI)
26 川瀬 信義  ｶﾜｾ ﾉﾌﾞﾖｼ 35 M.T. BOMBER  BMW-S1000RR (BS)
29 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 54 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '18 DUCATI-Panigale V4S (BS)
35 秋葉 康一郎  ｱｷﾊﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 48 秋葉 MC animo! '16 BMW-S1000RR (BS)
69 野本 修  ﾉﾓﾄ ｵｻﾑ 51 ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ + ﾐｼｭﾗﾝ '08 KTM-RC8R (MI)

Fast	Max	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
5 尾澤 優和  ｵｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 52 チーム　トータス＆ロイ  DUCATI-Panigale R (PI)
6 吉田 隆  ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 60 M.T BOMBER  MV AGSTA F3 (BS)
13 中村 尚弘  ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 56 モトストレッタ  KTM-RC8R (BS)
39 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 53 FREEDOM　Racing '08 DUCATI-1098R (BS)

Max3	参加：1台	 賞典外     
93 市木 隆也  ｲﾁｷ ﾀｶﾔ 41 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)

Max10	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
17 吉井 隼人  ﾖｼｲ ﾊﾔﾄ 26 BALLYHOO＆ MAX10  MV-AGUSTA-F4 (DL)
31 長谷川 公章  ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐｱｷ 53 チキンプレス  BMW-S1000RR 
63 林 偉明  ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 58 Motor Product YAJIMA  bimota-db2 (MI)

Max-AC	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
3 髙橋 一宏  ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 54 チキンプレス  DUCATI-M400 (PI)
7 営業本部長 ｳｽｲ ﾋｻｵ 69 日大 & 明治 MCC  DUACTI-1000DS (DL)
79 三澤 英一  ﾐｻﾜ ｴｲｲﾁ 62 イナ.レーシング.チーム  DUCATI-900SS (DL)

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）

（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　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
Super	Max	 1'51.048	(3	/	4)	 147.925	km/h	 9	 飯田	朋大	/	Max10&Motostoretta&AFG	
Fast	Max	 1'57.625	(3	/	8)	 139.654	km/h	 5	 尾澤	優和	/	ﾁｰﾑ	ﾄｰﾀｽ & ﾛｲ	
Max3	 2'03.048	(6	/	8)	 133.499	km/h	 41	 平井	芳弘	/	ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ	
Max10	 2'06.538	(3	/	7)	 129.817	km/h	 57	 関根	清	/	熊谷ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	
Max-AC	 2'04.524	(6	/	8)	 131.917	km/h	 34	 足立	貴志	/	team	Warm	up	!	



No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

LOC-HWオープンB	 参加：5台	 入賞 :	2	位    
7 後藤 武  ｺ ﾄ゙ｳ ﾀｹｼ 57 2 ストロークマガジン RT '72 K-750SS (DL)
28 保坂 正宏  ﾎｻｶ ﾏｻﾋﾛ 46 Team 46 works '70 BMW-R75/5 (BS)
39 村澤 弘昌  ﾑﾗｻﾜ ﾋﾛﾏｻ 42 Team 46 works '70 MOTO GUZZI-V7 ｱﾝﾊﾞｻﾀﾞー  (DL)
46 中嶋 志朗  ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾛｳ 46 Team 46 works '70 BMW-R75/5 (AV)
750 枝根 登  ｴﾀﾞﾈ ﾉﾎﾞﾙ 55 CLIMB Racing '71 Rickman CR HONDA (AV)

LOC-ヘビーウェイトA	 参加：3台	 入賞 :	1	位    
23 佐野 春彦  ｻﾉ ﾊﾙﾋｺ 47 ジミヘンレーシング '62 Norton Dominator (AV)
79 杉本 恭平  ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 40 BERRY BADS RACING '68 BSA-A65R (AV)
146 佐藤 幸延  ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 51 moto-JOY & OVER '62 Norton Dominator (AV)

LOC-ヘビーウェイトB	 参加：4台	 入賞 :	1	位    
4 瀧川 秀樹  ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 44 R・C・C ＆Ted's special '69 RebNorth-Rocket3 (AV)
41 新井 洋一  ｱﾗｲ ﾖｳｲﾁ 43 GP クラフト '78 Y-XS650SP (AV)
61 小沢 和之  ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 58 ハナコ RT '82 Triumph-T140 ﾎﾞﾝﾈﾋﾞﾙ 750 (DL)
114 中津原 均  ﾅｶﾂﾊﾗ ﾋﾄｼ 35 青嵐レーシングファミリー '71 K-W1SA (BS)

LOC-セニアA	 参加：5台	 入賞 :	2	位    
20 土井 敬一  ﾄ゙ ｲ ｹｲｲﾁ 54 極東 CLUB OBSOLETE '62 Norton Manx (AV)
129 鈴木 克直  ｽｽﾞｷ ｶﾂﾅｵ 63 ALL JAPAN LOCC '62 Norton-Manx 
162 久保田 理  ｸﾎ ﾀ゙ ｵｻﾑ 52 TEAM KOHT '62 Machiless-G50 
179 山田 浩冶郎  ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 52 チーム　ビロング '62 Norton Manx (DL)
303 関場 勝哉  ｾｷﾊﾞ ｶﾂﾔ 46 Fabulous Moderns '62 Norton Manx (AV)

LOC-セニアB	 参加：1台	 賞典外	     
77 佐藤 健正  ｻﾄｳ ｹﾝｾｲ 65 moto-JOY_OVER '68 K-H1R (AV)

タイムアタック⑥10：13〜	 決勝⑥スタート14：30〜／6周	

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

[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
※1967 年以前が "Ａ"／1968 年以後が "Ｂ"
■ヘビーウェイトオープン-A
　751cc 以上／1967 年までに生産された車両
■ヘビーウェイトオープン-B
　751cc 以上／1968 〜72 年までに生産された車両
■ヘビーウェイト-A
　501〜750cc ／1967 年までに生産された車両
■ヘビーウェイト-B
　501〜750cc ／1968 〜72 年までに生産された車両
■セニア-A
　351〜 500cc ／1967 年までに生産された車両
■セニア-B
　351〜 500cc ／1968 〜72 年までに生産された車両
■ジュニア-A
　251〜350cc ／1967 年までに生産された車両
■ジュニア-B
　251〜350cc ／1968 〜72 年までに生産された車両
■ライトウェイト-A
　201〜250cc ／1967 年までに生産された車両
■ライトウェイト-B
　201〜250cc ／1968 〜72 年までに生産された車両
■ウルトラライトウェイト
　200cc 以／1969 年までに生産された車両
■PRE1950
　1950 年までの生産車・排気量不問

● FASTEST LAP　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
LOC-HWOP		B	 2'10.746	(4	/	6)	 125.639	km/h	 39	 村澤	弘昌	/	Team	46	works	
LOC-HW	A	 2'14.500	(5	/	6)	 122.132	km/h	 515	 小山	武臣	/	TRIDE	MCS	
LOC-HW	B	 2'16.994	(2	/	6)	 119.909	km/h	 41	 新井	洋一	/	LOC	
LOC- ｾﾆｱ A	 2'26.336	(2	/	5)	 112.254	km/h	 88	 稲嶋	展章	/	ｴｲﾄｽﾄﾛｰｸ豊橋	 	
LOC- ｾﾆｱ B	 2'17.716	(4	/	6)	 119.280	km/h	 15	 髙木	康順	/	小林ﾌﾟﾗｽﾀｰ RC
LOC- ｼ ｭ゙ﾆｱ A	 2'28.983	(2	/	5)	 110.260	km/h	 144	 武笠	大輔	/	ｶﾚｰｽﾋﾟー ﾄ ｸ゙ﾗﾌﾞ	
LOC- ｼ ｭ゙ﾆｱ B	 2'19.477	(2	/	6)	 117.774	km/h	 11	 加藤	匠一	/	moto	JOY	&	OVER
LOC-LW	A	 2'52.010	(3	/	5)	 95.499	km/h	 81	 森江	祥二	/	東海珈琲倶楽部	 	
LOC-LW	B	 2'38.016	(5	/	5)	 103.957	km/h	 14	 髙橋	卓	/	EDRT	 	
LOC-ULW	 2'36.588	(4	/	5)	 104.905	km/h	 62	 吉沢	康雄	/	Animal	Boat	Racing	 	
LOC-PRE1950	2'59.689	(2	/	5)	 91.418	km/h	 47	 横瀬	文明	/	翼ｽﾋﾟー ﾄ ｸ゙ﾗﾌﾞ	 	



タイムアタック⑥10：13〜	 決勝⑥スタート14：30〜／6周	

LOC-ジュニアA	 参加：4台	 入賞 :	1	位   
1 小坂 誓  ｺｻｶ ｾｲ 47 Ted's Special '64 H-CB77 
2 前島 壮  ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｹｼ 46 カレースピードクラブ・DIGNA CLASSIC '64 H-CB77 (AV)
81 坂 信吾  ｻｶ ｼﾝｺﾞ 46 YMD RACING '67 TRIUNPH-T90 (DL)
144 武笠 大輔  ﾑｶｻ ﾀ ｲ゙ｽｹ 49 カレースピードクラブ '64 H-CB77 (DL)

LOC-ジュニアB	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
40 塩原 寛之  ｼｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 36 桐高レーシング '69 H-CB350 (DL)
66 橋住 ノブオ  ﾊｼｽﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 62 CRC ブレイヒル '72 H-SL250S (DL)

LOC-ライトウェイトA	 参加：1台	 賞典外	     
119 匂坂 光秀  ｺｳｻｶ ﾐﾂﾋﾃﾞ 67 T.R レーシング '63 DUACTI- ダイアナ (DL)

LOC-ライトウェイトB	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
201 中山 英司  ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 50 SHONAN.RING '72 Y-TD-3 (DL)
243 西川 隆幸  ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 69 RC かなべえ & MCR '72 H-SL250 (BS)

LOC-ウルトラライトウェイト	参加：1台	 賞典外	    
62 吉沢 康雄  ﾖｼｻﾞﾜ ﾔｽｵ 43 Animal Boat Racing '64 H-CB160 (DL)

LOC-PRE1950	 参加：1台	 賞典外	     
47 横瀬 文明  ﾖｺｾ ﾌﾐｱｷ 72 翼スピードクラブ '49 MOTO GUZZI-Astore (DL)

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ

LOC Group 
ジュニア-A・B/ライトウェイト-A・B/ ウルトラライトウェイト/PRE1950

★ LOC は 35 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⑦10：39〜	 決勝⑦スタート14：56〜／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：8台	 入賞 :	2	位     
1 佐藤 敦 (03/01) ｻﾄｳ ｱﾂｼ 59 ジェスレーシング '11 Y-YZF-R1 (DL)
17 神通川 明 (03/01) ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｱｷﾗ 53 JHI '07 S-GSX-R1000 (DL)
29 霧生 晴彦  ｷﾘｳ ﾊﾙﾋｺ 54 ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄ゙  '18 DUCATI-Panigale V4 SP (BS)
38 宮 紀雄  ﾐﾔ ﾉﾘｵ 54 FREEDOM　Racing '14 S-GSX-R1000 (BS)
39 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 53 FREEDOM　Racing '08 DUCATI-1098R (BS)
55 伊藤 延佳  ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 48 Rocket ｄan '14 Y-MT-09 (PI)
56 林 勝輝  ﾊﾔｼ ﾏｻｷ 51 皆様 FD 様、感謝！ '02 DUCATI-998R (DL)
71 PAUL TIMMONS ﾎﾟー ﾙ ﾃｨﾓﾝｽﾞ 55 FREEDOM　Racing '18 Y-YZF-R1 (DL)

スーパーモンスター80ｓ-A	 参加：1台	 賞典外	     
30 佐藤 正之 (03/01) ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 41 GP クラフト '76 K-Z900 (CON)

CSSC-OPEN	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
40 熊谷 勝司  ｸﾏｶ ｲ゙ ｶﾂｼ 52 Team KUMA SPEED '95 HD-XL1200 (PI)
48 山田 真也  ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 36 ＣＨＡＲＧＥ motorcycles  BUEL-XB9R (BS)

 
Over40-Legend/SuperMonster'80s-A/CSSC-Open

★ CSSC 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 34 番ピット AVCC 事務局前で行います。

● FASTEST LAP　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
OV40	 1'51.228	(2	/	6)	 147.686	km/h	 6	 星山	浩久	(05/26)	/	SR ﾐﾆﾏﾑ &DUCATI京都
SM80s-A	 2'02.462	(3	/	4)	 134.138	km/h	 23	 宇宿	更司	/	B.C.R	
CSSC	 2'01.084	(4	/	6)	 135.664	km/h	 77	 西田	裕	/	JOYRIDE	SPEED	SHOP	

■OV40-LEGEND 
 　40 歳以上 / 車両は 400cc 以上であれば制限無し
　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。 

■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）



タイムアタック⑧11：05〜	 決勝⑧スタート15：24〜／6周	

AVCC-MDF-A	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
5 牧田 武史  ﾏｷﾀ ﾀｹｼ 40 ZERO ENGINEERING '48 HD-FL1350 (CON)
40 熊谷 勝司  ｸﾏｶ ｲ゙ ｶﾂｼ 52 Team KUMA SPEED '46 HD-FL1946 (CON)

AVCC-MDF-B	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
8 駒崎 誠士郎  ｺﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾛｳ 52 TEAM ☆ MIYAKOSHI '47 HD-WL750 (CON)
11 角田 一正  ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 54 Neat Style Racing Club '42 HD-WLD750 (CON)
15 宮越 淳  ﾐﾔｺｼ ｱﾂｼ 52 TEAM ☆ MIYAKOSHI '39 HD-WLDD860 (DL)
32 土井 樹生  ﾄ゙ ｲ ｼｹﾞｵ 42 Valley Auto Racing '51 HD-WR750 
49 久岡 祐三  ﾋｻｵｶ ﾕｳｿﾞｳ 51 TEAM ☆ MIYAKOSHI '49 HD-WR750 (CON)
60 船水 猛  ﾌﾅﾐｽﾞ ﾀｹｼ 42 TOKYO INDIANS RACING CLUB '48 INDIAN-BIG BASE900 (CON)
62 仁井田 光則  ﾆｲﾀ ﾐﾂﾉﾘ 52 Ｎatural Steel Works '46 HD-WL750 (CON)

AVCC-STOCK-B	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
42 米本 利在  ﾖﾈﾓﾄ ﾄｼｱｷ 46 RASH RACING CLUB '42 HD-WLA750 (CON)
50 竹内 翔大  ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀ 35 ZERO ENGINEERING '54 HD-G750 (CON)
75 砂盃 太郎  ｲｻﾊｲ ﾀﾛｳ 24 Natural Steel Works '42 HD-WLA750 (CON)
83 松井 康通  ﾏﾂｲ ﾔｽﾐﾁ 46 Natural Steel Works '42 HD-WLA750 (CON)

AVCC-FSCR	 参加：15台	 入賞 :	5	位     
3 伊藤 一也  ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 45 FIRST ARROW'S HOT-DOCK '72 HD-XR750 (CON)
7 渡邉 清和  ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｶｽﾞ 52 ｵｰﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾌｼﾞｼﾏ '72 HD-XR750 (DL)
18 仲野 佳  ﾅｶﾉ ｹｲ 40 ﾗﾌ ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ '81 HD-FXWG1340 (CON)
23 柴田 達介  ｼﾊ ﾀ゙ ﾀﾂｽｹ 52 ROUGH MOTORCYCLE '78 HD-FXE1200 (AV)
26 米澤 政幸  ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 49 TEAM-HOT-DOCK '72 HD-XR750 
45 河北 啓二  ｶﾜｷﾀ ｹｲｼﾞ 65 TEAM-HOT-DOCK '72 HD-XR750 (CON)
46 滝沢 伸介  ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｽｹ 53 HOT-DOCK '80 HD-FXS1340 (BS)
51 片吉 徹  ｶﾀﾖｼ ﾄｵﾙ 42 ROUGH MOTORCYCLE GARAGE '74 HD-FLH1200 (BS)
52 伊藤 毅  ｲﾄｳ ﾀｹｼ 42 ROUGH MOTORCYCLE '80 HD-FL1340 (CON)
64 鈴木 健人  ｽｽﾞｷ ﾀｹﾄ 45 ZERO ENGINEERING '72 HD-FXS1340 (BS)
80 藤田 慎平  ﾌｼ ﾀ゙ ｼﾝﾍ ｲ゚ 39 RASH Racing Club '75 HD-XLCH1000 (CON)
82 宮本 幸治  ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 45 HOT-DOCK '72 HD-XR750 
86 朝倉 友成  ｱｻｸﾗ ﾄﾓﾅﾘ 45 ZERO ENGINEERING '72 HD-FLH1200 (BS)
92 渡辺 達哉  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 25 Ｎatural Steel Works '74 HD-FLH13

 
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 34 番ピット AVCC 事務局前で行います。

● FASTEST LAP　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
MDF-A	 2'16.839	(5	/	5)	 20.045	km/h	 40	 熊谷	勝司	/	Team	KUMA	SPEED
MDF-B	 2'33.840	(2	/	5)	 106.778	km/h	 60	 船水	猛	/	TOKYO	INDIANS	RACING	CLUB
STOCK-B	 2'33.052	(5	/	5)	 107.328	km/h	 83	 松井	康通	/	Natural	Steel	Works
FSCR	 2'17.231	(3	/	5)	 119.702	km/h	 26	 米澤	政幸	/	TEAM-HOT-DOCK

[AVCC]
ハーレーやインディアンなど 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



タイムアタック⑨10：31〜	 決勝⑨スタート15：55〜／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  '00 H-NSR-mini (BS)
 A 河合 治 ｶﾜｲ ｵｻﾑ (51)/B 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ (58)   
11	 モトストレッタレーシング '10 H-CBR150R (MXI)
 A 東 和人 ﾋｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ (63)/B 藤井 孝了 ﾌｼ ｲ゙ ﾀｶﾉﾘ (45)/C 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ (49)   

ED3000-2st.GP	 参加：2台／入賞 :	1	位     
7	 松戸FLASH  '88 H-NSR250R (PI)
 A 島 俊郎 ｼﾏ ﾄｼｵ (50)
79	 GARAGE	MAKI  '88 H-NSR250R (PI)
 A 立野 卓 ﾀﾂﾉ ﾀｶｼ (58)/B 高田速人 (45)/C 堀江 昭 ﾎﾘｴ ｱｷﾗ (41) 

ED3000-4st.GP-Ⅱ	 参加：2台／入賞 :	1	位    
38	 E.X.R.T  '01 H-CBR954RR (BS)
 A 小山 誠司 ｺﾔﾏ ｾｲｼﾞ (56)/B 平山 浩嗣  ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ (56)   
39	 荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ  '89 S-GSX-R750RR (PI)
 A 髙野 博文  ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ (54)
61	 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 
 A 日髙 慎介  ﾋﾀﾞｶ ｼﾝｽｹ (70)/B 伊藤 忠雄 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ (58)/C 李 御群 ﾘ ｷ ｮ゙ｸﾞﾝ (34)  

ED3000-Quarter	1	 参加：2台／入賞 :	1	位     
20	 瀬野土建ﾚｰｼﾝｸﾞ部   KTM-250DUKE (BS)
 A 渡辺 満 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ (57)/B 蔵本 勝美  ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾐ (56)  
68	 立野組ATK事業部  '15 K-Ninja250ＳＬ (PI)
 A 浅倉 恵介 ｱｻｸﾗ ｹｲｽｹ (50)/B 瀧 宗徳 ﾀｷ ﾑﾈﾉﾘ (54)/C 市原 史雄 ｲﾁﾊﾗ ﾌﾐｵ (52) 

[ED3000]
プライベートレーシングによる45分耐久レース

● FASTEST LAP　(2019-RR02)
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name/Club
SP12	 2'27.405	(15	/	15)	 111.440	km/h	 11	 東和人/藤井孝了	/	ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀﾚｰｼﾝｸﾞ	
2st.GP	 2'06.757	(5	/	18)	 129.593	km/h	 96	 早田茂	/	松戸FLASH+ZAC	SPEED.R	
4st.GP	 2'26.647	(7	/	14)	 112.016	km/h	 3	 村尾厚史/倉持利夫/中村啓勝	/	単車工房道楽	
FL-1	 2'17.128	(2	/	16)	 119.792	km/h	 13	 佐野英明/柴田章彦/斉藤一男	/	単車工房道楽&NOGARO
FL-2	 2'09.169	(2	/	18)	 127.173	km/h	 45	 久保隆/安藤聡	/	武庫ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ with"Y"	
FL-4	 2'06.917	(3	/	16)	 129.429	km/h	 38	 小山誠司/平山浩嗣	/	EX.RT	
TMAX	 2'12.420	(18	/	18)	 124.051	km/h	 211	 池内寛幸	/	841Racing



★ 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-Quarter	2	 参加：4台／入賞 :	2	位     
4	 E.X.R.T  '15 Y-YZF-R25 (BS)
 A 宮田 文夫  ﾐﾔﾀ ﾌﾐｵ (67)/B 小川 真澄  ｵｶﾞﾜ ﾏｽﾐ (51)/C 岩崎 勝 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾙ (69) 
22	 E.X.R.T  '09 K-Ninja250R (BS)
 A 渡辺 則幸  ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ (52)/B 輝井 嶂  ﾃﾙｲ ｱｷﾗ (72)/C 髙橋 隼人 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ (37) 
77	 マキ	レーシング  '89 H-SPADA250 (BS)
 A 前野 繁 ﾏｴﾉ ｼｹﾞﾙ (61)/B 矢田 博  ﾔﾀ ﾋﾛｼ (49) 
86	 S.R.T	荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ	  '17 Y-YZF-R25 (PI)
 A 山田 晴久  ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ (52)/B 新田 一美 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾐ (52)   Y 

ED3000-Quarter	4	 参加：9台／入賞 :	4	位     
5	 モトレボ＆ハニービー	  '90 H-CBR250RR (BS)
 A 大畑 信彦 ｵｵﾊﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ (52)/B 岡田 州生 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳｾｲ (54) 
15	 中泉フィッシュマンレーシング '90 H-CBR250RR a  
 A 中泉 保博 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ (52) 
16	 悪女の館with岡林牧夫 '88 H-CBR250RR (PI)
 A 菅谷 公利 ｽｶﾞﾔ ｷﾐﾄｼ (52)
30	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー  '87 H-CBR250R (BS)
 A 風戸 猛  ｶｻ ﾄ゙ ﾀｹｼ (47)/B 木村 浩之 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ (36)/C 長嶋 政人 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾄ (38)    
34	 静岡ｽﾎﾟー ﾂﾗｲﾀﾞー ｽ +望月太喜十朗 '90 H-CBR250RR (PI)
 A 廣瀬 市郎 ﾋﾛｾ ｲﾁﾛｳ (49)
36	 よろしく☆蔵本塾  '89 Y-FZR250R (DL)
 A 高野辺 和巳 ﾀｶﾉﾍﾞ ｶｽﾞﾐ (49)/B 高橋 佳徳 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ (47) 
39	 S.R.T	荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ & ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ '88 H-CBR250RR (PI)
 A 髙野 博文  ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ (54)
69	 武庫レーシングチーム	  '86 Y-FZR250 (PI)
 A 田嶋 稔 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ (53)
87	 EX.RT  '94 H-CBR250RR (PI)
 A 安田 裕二 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ (55)/B 本田 善雄 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｵ (48)/C 根岸 靖浩 ﾈｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾊﾙ (48)    
ED3000-TMAX	 参加：4台／入賞 :	1	位     
82	 sanskrit  '02 Y-T-MAX (PI)
 A 塚本 章人 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾄ (44) 
211	 841Racing  '08 Y-TMAX (PI)
 A 池内 寛幸 ｲｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ (47) 
819	 841	Racing  '01 Y-T MAX (BS)
 A 知久 博和 ﾁｸ ﾋﾛｶｽﾞ (47) 
841	 841	Racing  '02 Y-T MAX (PI)
 A 松浦 吉孝 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ (53) 

No.	 クラブ名／名前・フリガナ（年齢）	 	 車両名	 タイヤ
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