


　令和 2 年 3 月 29 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    計

 ①　07：45 までに集合 08：00 〜 08：09 サイドカー (5)   5

 ②　08：01 までに集合 08：16 〜 08：25 GP-125(5)/NEO-250(8)/NEO-A(2)/NEO-B(3)/2&4(4) 22  
　③　08：17 までに集合 08：32 〜 08：41 C.O.T.T.-125(6)/90(9)/50(2)  　 17

 ④　08：33 までに集合 08：48 〜 08：57 MAX=Max10(8)/Max10-Jr(4)/MAX15(1)/TS250(6) 19

 ⑤　08：49 までに集合 09：04 〜 09：13 E アンリミ (6)/N アンリミ (4)/P600(1) 11

 ⑥　09：05 までに集合 09：20 〜 09：29 MAX=Super Max(12)/Max4(6)/Max7-A 空冷 (3)・B 水冷 (5) 26   
　◆リタイヤ引き上げ
 ⑦　09：21 までに集合 09：36 〜 09：45 オーバー 40 レジェンド (7)/SM80's-B(1)/C.S.S.C.-OPEN(2) 10

 ⑧　09：34 までに集合 09：52 〜 10：01 L.O.C.=ULW(5)/LW-A(5)・B(4)/JR-A(6)/SE-A(7) 25

 ⑨　09：53 までに集合 10：08 〜 10：27 A.V.C.C.=MDF-A(2)・B(5)/STOCK-B(3)/FSCR(10) 20  
　⑩　10：19 までに集合 10：34 〜 10：43 L.O.C.=JR-B(5)/SE-B(2)/HW-A(2)・B(7)/HWO-B(6) 22

 
⑪　10：35 までに集合 10：50 〜 11：05

 ED3000	 	 	
     SP12(2)/2st.GP(2)/4st.GP- Ⅱ (2)/Qt-1(2)/Qt-2(6)/Qt-4(12) 26

 ◆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   計

 ① 10：55 までに集合 11：15 〜 11：25 8 周  E アンリミ /N アンリミ /P600 11

 ② 11：16 までに集合 11：36 〜 11：46 8 周  GP-125/NEO-250/NEO-A/NEO-B/2&4 22

 ③ 11：37 までに集合 11：57 〜 12：07 8 周 	MAX=Super Max/Max4  18

 ④ 11：58 までに集合 12：18 〜 12：27 6 周 C.O.T.T.-125/90/50   17

 ⑤ 12：18 までに集合 12：38 〜 12：47 7 周 	MAX=Max7-A 空冷・B 水冷  8

 ⑥ 12：38 までに集合 12：58 〜 13：07 7 周 サイドカー   5

　◆リタイヤ引き上げ
 ⑦ 12：58 までに集合 13：18 〜 13：27 7 周 オーバー 40 レジェンド /SM80's-B/C.S.S.C.-OPEN 10 
⑧　13：18 までに集合 13：38 〜 13：47 7 周 	MAX=Max10/Max10-Jr/MAX15/TS250 19

 ⑨　13：38 までに集合 13：58 〜 14：06 6 周 	L.O.C.=ULW/LW-A/LW-B/JR-A/SE-A 25

 ⑩　13：57 までに集合 14：17 〜 14：25 6 周  A.V.C.C.=MDF-A・B/STOCK-B/FSCR 20 
⑪　14：16 までに集合 14：36 〜 14：44 6 周 	L.O.C.=JR-B/SE-B/HW-A/HW-B/HWO-B 22 

 ◆リタイヤ引き上げ
　

⑫　14：40 までに集合 15：00 〜 15：45 45 分
 ED3000

      SP12/2st.GP/4st.GP- Ⅱ /Qt-1/Qt-2/ Qt-4 26

　

 ※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。

　＜ MCFAJ クラス ポンダー返却場所について＞
　　( アンリミ /P600/SM80's/GP125/NEO/2&4/COTT/OV40/SIDECAR)
　　１）大会受付とポンダー貸し出し→通常通りタイヤサービス前ブルーテントにて。
　　２）ポンダー返却場所→タワー２階大会本部となります。ご注意ください。

　　※ MAX10/LOC/AVCC&CSSC/ED3000 は、それぞれの事務局で受付した場所へポンダーを返却してください。（公式通知参照）
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2020 Clubman Roadrace 第2 戦  
MCFAJ	 85台
L.O.C.	 47台
MAX10	 45台
ED3000	 26台
総出走台数	 202台

(2020.03.25 更新 )







タイムアタック❺09：04〜	 決勝①スタート11：15〜／周回数：8周	 	

Eアンリミテッド	 参加：6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)
7 中村 清隆  ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 51 RT.Remotion '18 Y-YZF-R1 (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)
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：4台	 入賞 :	1	位    
21 髙橋 俊夫  ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 57 イナ.レーシング.チーム '12 APR-RSV4 (PI)
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)
P600	 参加：1台	 賞典外	     
39 山中 正之  ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾕｷ 51 MCR ガレージ with 美蔵 '15 K-ZX-6R (PI)

E・N-Unlimited/P600
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。

● FASTEST LAP　(2019-RR04)	 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
E ｱﾝﾘﾐ	 58.968	(2	/	8)	 126.374	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	 1'01.838	(2	/	8)	 120.508	km/h	 15	 中野誠司	/	ｲﾅ . ﾚｰｼﾝｸﾞ . ﾁｰﾑ
P600	 59.213	(4	/	8)	 125.851	km/h	 39	 山中正之	/	MCR ｶﾞﾚｰｼﾞ	with	美蔵

■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）

※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



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❷08：16〜	 決勝②スタート11：36〜／周回数：8周

GP125	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
3 佐藤 弘志  ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 55 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー  '02 H-RS125R (BS)
6 木村 一弘  ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 56 RACING HORNET '18 H-NSF250R (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〜はしる） '01 H-RS125R (BS)
13 石川 武  ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ 54 TEAM WIN-JACK '95 H-RS125R (BS)
15 鈴木 直樹  ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 48 GUST CLUB nao R&D '10 H-RS125R (DL)
NEOプロダクション250	 参加：8台	 入賞 :	2	位     
12 中村 勇  ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾑ 46 EBISU Motorcycle X ガレージエム '17 H-CBR250RR (DL)
22 大貫 航  ｵｵﾇｷ ﾜﾀﾙ 47 太邦工業 PLUS HARU '09 H-VTR250 (DL)
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)
36 冨山 卓  ﾄﾐﾔﾏ ﾀｶｼ 48 TEAM ZAMAER'S&100R '19 K-Ninja250 
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)
92 清水 邦昭  ｼﾐｽﾞ ｸﾆｱｷ 47 太邦工業 PLUS HARU '15 Y-YZF-R25 (BS)
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     
32 小池 淳一  ｺｲｹ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ 47 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー  '90 H-NSR250R (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 '90 H-CBR250RR (PI)
NEO-B	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
1 川島 秀昭 (03/29) ｶﾜｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 47 チームケイズ '18 KTM-RC390 (PI)
8 野中 克俊 (03/29) ﾉﾅｶ ｶﾂﾄｼ 44 チームケイズ '16 KTM-RC390 (PI)
27 正田 隆浩 (03/29) ｼｮｳﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 47 チームケイズ '16 KTM-RC390 (PI)
2&4- ｸﾗﾌﾞﾏﾝﾄﾛﾌｨｰ	 参加：4台	 入賞 :	1	位    
28 矢吹 聡吾  ﾔﾌﾞｷ ｿｳｺﾞ 49 Team Domani '10 J-01R (DL)
30 中舘 宏道  ﾅｶﾀﾞﾃ ﾋﾛﾐﾁ 46 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '19 PP-S85 (BS)
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 '20 H-CHEVALLER841 (BS)

GP125/NEO250/NEO-A・B/2&4

● FASTEST LAP　(2019-RR04)	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
GP125	 1'	04.936	(	4	/	8)	114.759	km/h	 13	 石川武	/	TEAM	WIN-JACK
NEO250	 1'	10.577	(	3	/	8)	105.587	km/h	 36	 大槻圭将	/	Scuderia.ITK+D；REX,AFG
NEO-A	 1'	06.826	(	3	/	8)	111.513	km/h	 32	 小池淳一	/	ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ& ﾊﾆｰﾋﾞー
NEO-B	 1'	12.836	(	8	/	8)	102.312	km/h	 67	 羽鳥光彦	/	羽鳥一家RF
2&4	 1'	10.979	(	8	/	8)	104.989	km/h	 63	 池野史典	/	NOGARO	RACING
	 	

■GP125（純レーサー）
　純粋な２サイクル125ccレーシングマシンをメインとしたクラス
　（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-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
■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



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❻09：20〜	 決勝③スタート11：57〜／周回数：8周	

Super	Max	 参加：12台	 入賞 :	4	位     
9（賞典外） 飯田 朋大  ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 49 モトストレッタ＆ Max10  KTM-RC8R (PI)
13 中村 尚弘  ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 56 モトストレッタ  KTM-RC8R (BS)
14 藤井 裕也  ﾌｼ ｲ゙ ﾕｳﾔ 42 DGW 雷家族 RT  APRILIA-RSV4 (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-1199R (PI)
24 髙木 隆  ﾀｶｷ ﾕﾀｶ 57 秋葉 MC animo!  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)
32 塩川 栄二  ｼｵｶﾜ ｴｲｼﾞ 47 モト･ラボロ RT  MOTO GUZZI-SuperTwin (PI)
35 秋葉 康一郎  ｱｷﾊﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 49 秋葉 MC animo! '16 BMW-S1000RR (BS)
51 砂塚 知男  ｽﾅﾂﾞｶ ﾄﾓｵ 50 Ducati 松戸  DUCATI-Panigale R (PI)
84 武藤 篤  ﾑﾄｳ ｱﾂｼ 61 Team 3/4 ＠TFD  DUCATI-998S (DL)
97 横山 秀文  ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ 60 チームトモ＆ＴＦＤ  DUCATI-916S (DL)
Max4	 	 参加：6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 '12 APR-RSV4 (PI)
39 坂本 和久  ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 53 FREEDOM　Racing '08 DUCATI-1098R (BS)
45 平岡 良之  ﾋﾗｵｶ ﾖｼﾕｷ 53 ﾓﾄｽﾄﾚｯﾀ &RP 馬行  DUCATI-1098 (DL)
48 佐藤 達明  ｻﾄｳ ﾀﾂｱｷ 50 モトストレッタ  BMW-S1000RR (PI)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 45 JOYRIDE SPEED SHOP '91 HD-FXR1800 (DL)
93 市木 隆也  ｲﾁｷ ﾀｶﾔ 41 秋葉 MC animo!  BMW-S1000RR (BS)

★ 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。

Max10 Group 
Super Max/Max4

[MAX10グループ]
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
　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
　ラップタイム１分10秒までのクラス
■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　(2019-RR04) 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
S-Max	 1'01.326	(8	/	8)	 121.515	km/h	 99	 Jason	Fullington	/	AFG	MOTO	W/D;REX
Max4	 1'02.867	(8	/	8)	 118.536	km/h	 29	 霧生晴彦	/	ﾁ - ﾑ☆ﾏｼﾝﾍｯﾄﾞ
Max7-A	 1'05.944	(4	/	7)	 113.005	km/h	 19	 秋田武	/	ARJ-2& ｶﾞﾚｰｼﾞみやゆう
Max7-B	 1'05.697	(6	/	7)	 113.430	km/h	 21	 髙橋俊夫	/	ｲﾅ . ﾚｰｼﾝｸﾞ . ﾁｰﾑ
Max10-IIA	 1'11.137	(6	/	7)	 104.756	km/h	 53	 林偉明	/	ﾓｰﾀｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾔｼﾞﾏ
Max10-IIB	 1'09.139	(2	/	7)	 107.783	km/h	 3	 Andrew	Schaeffer	/	AFG	Motosports
Max10-JR	 1'13.137	(6	/	7)	 101.891	km/h	 795	 のび〜	/	ｽﾄﾗﾄｽ
Max80-A	 1'13.343	(6	/	7)	 101.605	km/h	 23	 西岡健	/	ﾓﾄ ･ ﾗﾎﾞﾛ	RT
Max15	 1'20.362	(5	/	6)	 92.730	km/h	 999	 添田仁	/	熊谷ﾚｰｼﾝｸﾞ &JOUNAN
TS250	 1'17.172	(2	/	7)	 96.564	km/h	 11	 大下無礼	/	ARJ2

■Max15
　ラップタイム１分15秒までのクラス
■ＴＳ２５０
　低コストで参加可能な、大人の「レースごっこ」新カテゴリーです。
・４ストローク　ノーマルフレーム　リア	ツインショック
・空冷	シングル	/	ツインエンジン搭載車　排気量	250cc	まで
・車両メーカーは国産/外国車問わず
・レディスの参加　特別ルール設定（参加車輌緩和）あり
※詳しくは”営業本部長”臼井まで



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❸08：32〜	 決勝④スタート12：18〜／周回数：6周	

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  H-CR125 (DL)
22 田口 勝雄  ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 71 ﾁｰﾑ 永楽 '77 H-MT125R 
71 李 念石  ﾘ ﾈﾝｾｷ 44 ﾁｰﾑ 永楽 '75 H-CB125J 
73 浜 元司  ﾊﾏ ﾓﾄｼﾞ 65 HIRO& ﾊﾟー ﾙｲｽﾞﾐ & ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ '83 K-AR125 
94 田中 一宏 (03/29) ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 25 厚木ﾊｲｽﾋﾟー ﾄ゙  '79 H-RS125RW (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：9台	 入賞 :	3	位     
5 茂木 義信  ﾓｷﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 59 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ '79 H-CR80RA (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 58 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '79 H-CR80 (BS)
30 松橋 満  ﾏﾂﾊｼ ﾐﾂﾙ 57 ﾁｰﾑ 永楽＆ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ '64 BS-90 (BS)
35 奥津 靖良  ｵｸﾂ ﾔｽﾖｼ 72 日大 & 明治 MCC '80 Y-YZ80 (BS)
40 黒米 晃一 (03/29) ｸﾛｺﾞﾒ ｺｳｲﾁ 46 ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟ ﾚｰｼﾝｸﾞ '79 S-RM80 (BS)
44 吉田 一茂  ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 53 YSS ﾚｰｼﾝｸﾞ☆ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ '80 H-CR80 (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)
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 (BS)
COTT-50	 参加：2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)
58 田島 保夫  ﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 73 ﾁｰﾑ 永楽 '79 H-MB5 

C.O.T.T.-125/90/50

★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。

[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

● FASTEST LAP　(2019-RR04)	 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average	Speed	 No.	 Name	 Club
COTT125-4st	 1'19.053	(2	/	5)	 94.266	km/h	 6	 有澤弘幸	/	ﾁｰﾑｸﾘﾓﾄ
COTT125-2st	 1'14.962	(3	/	5)	 99.410	km/h	 185	野坂嘉明	/	ﾁｰﾑ永楽
COTT90	 1'19.009	(2	/	5)	 94.318	km/h	 26	 尾崎則之	/	ﾊﾟﾜｰﾊ ｲ゚ﾌﾟﾚｰｼﾝｸﾞ
COTT50	 1'29.115	(2	/	5)	 83.622	km/h	 58	 田島保夫	/	ﾁｰﾑ永楽

■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

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



タイムアタック❻09：20〜	 決勝⑤スタート12：38〜／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     
7（賞典外） 営業本部長   ｳｽｲ ﾋｻｵ 69 日大 & 明治 MCC ＆ MAX10  DUACTI-1000DS (DL)
19 秋田 武  ｱｷﾀ ﾀｹｼ 51 ARJ-2  DUCATI-1000DS (BS)
83 喜多田 学  ｷﾀﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 47 STRATOS  DUCATI-900SS (BS)
Max7-B（水冷）	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
6 吉田 隆  ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 60 M.T BOMBER  MV AGSTA F3 (BS)
17 Chicken Hayato ﾖｼｲ ﾊﾔﾄ 26 BALLYHOO＆ MAX10  MV-AGUSTA-F4 (DL)
81 稲山 雅敏  ｲﾅﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 52 DUCKSPEED2020  TRIUMPH -DAYTONA675 (DL)
85 横山 守  ﾖｺﾔﾏ ﾏﾓﾙ 67 HIRO& パールイズミ  CX650 
91 関 由典  ｾｷ ﾖｼﾉﾘ 56 Bullets '12 TRYUMPH-SPEEDTRIPLE-R (PI)

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。

Max10 Group 
Max10/Max10-Junior/Max15/TS250
タイムアタック❹08：48〜	 決勝⑧スタート13：38〜／7周

Max10	 参加：8台	 入賞 :	2	位     
12 中曽根 基  ﾅｶｿﾈ ﾓﾄｲ 46 もとい + まさみ  bimota-db4 (BS)
20 堀江 勢一  ﾎﾘｴ ｾｲｲﾁ 54 BRT  Norton-RCW588 (DL)
23 西岡 健  ﾆｼｵｶ ﾀｹｼ 48 モト･ラボロ RT  MAGNI-Aruturo (CN)
38 加瀬 博明  ｶｾ ﾋﾛｱｷ 51 ﾓｰﾀ ﾌーﾟﾛﾀ ｸ゙ﾄ ･ ﾔｼﾞﾏ ･ ｻｲｸﾙﾊｳｽ  DUCATI-900SS (DL)
40 一条 太志  ｲﾁｼ ｮ゙ｳ ﾌﾄｼ 42 RS-F  KTM-690SMC (PI)
47 森 純一  ﾓﾘ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ 47 M.T.BOMBER  TRIUMPH-DAYTONA675 (PI)
53 林 偉明  ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 58 Motor Product YAJIMA  bimota-db2 (MI)
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-Junior	 参加：4台	 入賞 :	1	位     
27 塩田 雅紀  ｼｵﾀﾞ ﾏｻｷ 50 RT ロンビーズ  GILERA SATURNO (BS)
54 伊藤 孝一  ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 51 秋葉 MC animo!  KTM-RC390 (BS)
86 山崎 武  ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 62 チーム・パールイズミ  DUACTI-400SS (PI)
795 のび〜  ｵｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 48 ストラトス  DUCATI-350XL (DL)
Max15	 参加：1台	 賞典外		   
277 貝塚 知福  ｶｲｽﾞｶ ﾄﾓﾌｸ 46 RT ロンビーズ  bimota-XR600R (BS)
TS250	 参加：6台	 入賞 :	2	位     
4 角田 大典  ﾂﾉﾀﾞ ﾀ ｲ゙ｽｹ 60 チーム・パールイズミ  DUCATI-DM250 (BS)
10 鈴木 博  ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 58 パールイズミ HIRO  S- ボルティ (BS)
11 大下 無礼  ｵｵｼﾀ ﾅﾀﾞﾚ 51 ARJ-2  H-GB250 (IRC)
16 吉井 公明  ﾖｼｲ ｷﾐﾋｺ 53 BALLYHOO＆ MAX10  motomantaray (DL)
22 磯山 和幸  ｲｿﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 63 チーム ポイント アップ  S- ボルティ (BS)
67 佐藤 豊  ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 58 熊谷ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ  S- グラストラッカーｰ (PI)

No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	 タイヤ



サイドカー	 	 参加：5台	 入賞：2位     
5 吉野 晴夫 (DRI)  ﾖｼﾉ ﾊﾙｵ 59 ﾚｲｸｽ SUWA  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 '90 LCR-954 
 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 
 安田 武司 (PAS)  ﾔｽﾀﾞ ﾀｹｼ 40 ｔｅａｍ TRS   
25 清野 正光 (DRI)  ｾｲﾉ ﾏｻﾐﾂ 64 ｳﾞｧﾝﾀﾞ ﾚｰｼﾝｸﾞ ｱﾂｷﾞ '99 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   

SIDE CAR
No.	 名前	 フリガナ	 年齢	 クラブ名	 	 車両名	

タイムアタック❶08：00〜	 決勝⑥スタート12：58〜／7周	

■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-RR04)	 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	Name	 Club
SIDECAR	 1'10.455	(7	/	7)	 105.770	km/h	 7	 大関/冨本	/	Team	OZEK



タイムアタック❼09：36〜	 決勝⑦スタート13：18〜／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：7台	 入賞 :	2	位     
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)
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)
64 市川 禎之  ｲﾁｶﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ 43 REAL FLAT '81 K-KZ1000J (CON)
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-B	 参加：1台	 賞典外	    
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 45 JOYRIDE SPEED SHOP '91 HD-FXR1800 (DL)
CSSC-OPEN	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
21 豊山 鐘烈  ﾄﾖﾔﾏ ｼｮｳﾚﾂ 52 JOY RIDE SPEED SHOP '09 HD-XR1200 (DL)
40 熊谷 勝司  ｸﾏｶ ｲ゙ ｶﾂｼ 52 Team KUMA SPEED '98 HD-XL1200 (PI)

Over 40-Legend/Super Monster '80s-B/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 B パドックで行います。

■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

■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
　ハーレー・スポーツスター＆Buellのクラス。	

● FASTEST LAP　(2019-RR04)	 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	No.	 Name	 Club
OV40	 1'02.393	(7	/	7)	 119.436	km/h	 56	 林勝輝	/	50才記念参戦 !皆様FD様感謝
SM80s-A	 1'05.365	(2	/	7)	 114.006	km/h	 51	 小林光一	/	BFR
CSSC-OP	 1'04.931	(3	/	7)	 114.768	km/h	 129	 倉垣福太郎	/	ｴﾋﾞｽﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ + ｶﾞﾚｰｼﾞ M

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❽09：52〜	 決勝⑨スタート13：58〜／6周	

LOC-ウルトラライトウェイト	参加：5台	 入賞 :	2	位	     
5 森嶋 修  ﾓﾘｼﾏ ｵｻﾑ 30 T.R レーシング '64 H-CB93 (DL)
62 吉沢 康雄  ﾖｼｻﾞﾜ ﾔｽｵ 43 Animal Boat Racing '64 H-CB160 (DL)
76 石川 容平  ｲｼｶﾜ ﾖｳﾍｲ 59 アニマルボート '64 H-CB160 (BS)
95 斎藤 宏達  ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀﾂ 48 フライングエース '65 S-B100 (BS)
565 辻 洋佐  ﾂｼﾞ ﾖｳｽｹ 38 フライングエース '68 Y-YA-7 (BS)
LOC-ライトウェイトA	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
13 金井 朝男  ｶﾅｲ ｱｻｵ 77 ブリヂストンモーターサイクルクラブ（ＢＳＭＣ） '65 BS-180 (BS)
31 吉田 充  ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 53 ベパクラ ミニバイクレース部 '65 DUACTI-Monza (BS)
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)
121 髙瀬 義昌  ﾀｶｾ ﾖｼﾏｻ 63 チーム センジュドウ '64 DUACTI-Mk.Ⅲ (AV)
910 内藤 正夫  ﾅｲﾄｳ ﾏｻｵ 37 OFR '66 DUACTI-GT (DL)
LOC-ライトウェイトB	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
30 鎌田 宏  ｶﾏﾀ ﾋﾛｼ 44 ベパクラ　ミニバイクレース部 '66 DUACTI-250MONZA (BS)
201 中山 英司  ﾅｶﾔﾏ ｴｲｼﾞ 50 SHONAN.RING '72 Y-TD-3 (AV)
LOC-ジュニアA	 参加：6台	 入賞 :	2	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)
75 中村 公一  ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 58 A チーム '62 H-CB72 (DL)
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)
202 松永 章  ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾗ 64 SHONAN RING&Ted's SPECIAL '64 H-CB77 (DL)
LOC-セニアA	 参加：7台	 入賞 :	2	位     
19 髙橋 孝幸  ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 65 T.R レーシング '55 Royal Enfield-Bullet500 (BS)
52 津軽 承徳  ﾂｶﾞﾙ ﾂｸ ﾉ゙ﾘ 65 ティーム ワークホリック '62 Machiless-G50 (AV)
105 宮崎 健太郎  ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 50 The Motorcycle Classics '59 Norton Manx-30M (AV)
129 鈴木 克直  ｽｽﾞｷ ｶﾂﾅｵ 64 ALL JAPAN LOCC '62 Norton-Manx-30M (DL)
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)
222 立花 啓道  ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾐﾁ 49 Team Tachibana '67 Seeley-G50 (AV)
303 関場 勝哉  ｾｷﾊﾞ ｶﾂﾔ 46 Fabulous Moderns '62 Norton Manx (AV)

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

★ 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）

[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 年までに生産された車両
（ウルトラライトウェイトは1969年まで）
※1967年以前が "Ａ"／1968年以後が "Ｂ"
■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：1967 年までに生産された車両／ 251〜350cc
■セニア-A：1967年までに生産された車両／351〜500cc
■PRE1950：1950 年までの生産車・排気量不問

● FASTEST LAP　(2019-RR04) 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
ULW	 1'21.692	(5	/	6)	 91.221	km/h	 76	 石川容平	/	ｱﾆﾏﾙﾎﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ
LW-A	 1'22.638	(4	/	6)	 90.176	km/h	 13	 金井朝男	/	ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｸﾗﾌﾞ
LW-B	 1'15.727	(2	/	6)	 98.406	km/h	 201	 中山英司	/	SHONAN.RING
JR-A	 1'17.011	(3	/	6)	 96.765	km/h	 4	 瀧川秀樹	/	Ted's	special	&	R･C･C
SE-A	 1'16.240	(3	/	6)	 97.744	km/h	 20	 土井敬一	/	極東CLUB	OBSOLETE



タイムアタック❾10：08〜	 決勝⑩スタート14：17〜／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-FL1380 (CON)
AVCC-MDF-B	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
11 角田 一正  ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 55 Neat Style Racing Club '42 HD-WLD750 (CON)
49 久岡 祐三  ﾋｻｵｶ ﾕｳｿﾞｳ 51 TEAM ☆ MIYAKOSHI '49 HD-WR750 (CON)
62 仁井田 光則  ﾆｲﾀ ﾐﾂﾉﾘ 52 Ｎatural Steel Works '46 HD-WL750 (CON)
82 宮本 幸治  ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 45 Valley Auto Racing '51 HD-WR900 (CON)
85 田邊 英孝  ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃ ﾀ゙ｶ 45 Ｎatural Steel Works '45 HD-G900 (CON)
AVCC-STOCK-B	 参加：3台	 入賞 :	1	位     
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：10台	 入賞 :	3	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 53 ｵｰﾄｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾌｼﾞｼﾏ '72 HD-XR750 (DL)
23 柴田 達介  ｼﾊ ﾀ゙ ﾀﾂｽｹ 52 ROUGH MOTORCYCLE GARAGE '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 (CON)
51 片吉 徹  ｶﾀﾖｼ ﾄｵﾙ 42 ROUGH MOTORCYCLE '74 HD-FLH1200 (BS)
52 伊藤 毅  ｲﾄｳ ﾀｹｼ 42 ROUGH MOTORCYCLE '80 HD-FL1340 (CON)
76 臼井 誠  ｳｽｲ ﾏｺﾄ 50 JOYRIDE SPEED SHOP '70 HD-FLH1420 (CON)
77 西田 裕  ﾆｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 45 JOYRIDE SPEED SHOP '91 HD-FXR1800 (DL)
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-FLH1340 (CON)

 
A.V.C.C.=MDF-A/MDF-B/STOCK-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　(2019-RR04)	 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
MDF-A	 1'15.035	(4	/	6)	 99.314	km/h	 40	 熊谷勝司	/	Team	KUMA	SPEED
MDF-B	 1'16.630	(5	/	6)	 97.247	km/h	 85	 田邊英孝	/	Natural	Steel	Works
STOCK-B	 1'18.526	(4	/	6)	 94.899	km/h	 83	 松井康通	/	Natural	Steel	Works
FSCR	 1'14.073	(4	/	6)	 100.603	km/h	 45	 河北啓二	/	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



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❿10：34〜	 決勝⑪スタート14：36〜／6周	

LOC-ジュニアB	 参加：5台	 入賞 :	2	位     
29 浜田 博  ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 47 ベパクラ　ミニバイクレース部・MIBU '60 DUCATI-250F3 (BS)
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)
131 角田 洋司  ﾂﾉﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 36 桐高ﾚｰｼﾝｸﾞ '68 H-CB350 
140 岸 賢二  ｷｼ ｹﾝｼﾞ 46 SHONAN RING '71 Y-TR-3 (DL)
LOC-セニアB	 参加：2台	 入賞 :	1	位     
120 杉本 賢司  ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 45 桐高レーシング '72 H-CB500F (DL)
323 神田 善久  ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 60 TEAM 夢 RACING '71 H-CB500F (DL)
LOC-ヘビーウェイトA	 参加：2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)
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：7台	 入賞 :	2	位    
8 星 裕  ﾎｼ ﾕﾀｶ 47 ROCKET RACING TEAM '80 Y-XS650SPL (DL)
49 松本 義明  ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ 69 ALL JAPAN L.O.C.C. '72 Norton- ｺﾏﾝﾄ゙  (AV)
69 岡田 浩介  ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 42 ROCKET HOUSE '77 Y-XS650 (DL)
70 東海林 翔太  ﾄｳｶｲﾘﾝ ｼｮｳﾀ 33 ROCKET HOUSE '78 Y-XS650 (DL)
72 加藤 千昌  ｶﾄｳ ｾﾝｼｮｳ 57 TEAM 夢 RACING '71 H-CB750four (DL)
77 佐藤 健正  ｻﾄｳ ｹﾝｾｲ 65 moto-JOY＆OVER '70 K-H2R (AV)
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-HWオープンB	 参加：6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)
145 長司 光正  ﾁｮｳｼﾞ ﾐﾂﾏｻ 55 モト･ラボロ R.T '72 MOTO GUZZI-V7-SPORT (BS)
750 枝根 登  ｴﾀﾞﾈ ﾉﾎﾞﾙ 55 CLIMB Racing '72 H-CB750four 

LOC Group L.O.C.=JR-B/SE-B/HW-A/HW-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）

● FASTEST LAP　(2019-RR04) 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
JR-B	 1'16.491	(5	/	5)	 97.423	km/h	 29	 浜田博	/	ﾍﾞﾊ ｸ゚ﾗﾐﾆﾊ ｲ゙ｸﾚｰｽ部･MCR
SE-B	 1'14.208	(5	/	5)	 100.420	km/h	 77	 佐藤健正	/	moto-JOY_OVER
HW-A	 1'14.706	(2	/	5)	 99.751	km/h	 79	 杉本恭平	/	BERRY	BADS	RACING
HW-B	 1'12.166	(2	/	5)	 103.262	km/h	 41	 新井洋一	/	GP ｸﾗﾌﾄ
HWO-B	1'09.759	(3	/	5)	 106.825	km/h	 46	 中嶋志朗	/	Team	46	works

[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"

■ジュニア-B
　1968〜72年までに生産された車両／251〜350cc
■セニア-B
　1968〜72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
※1967年以前が "Ａ"／1968年以後が "Ｂ"



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 ﾄ゙ﾓﾋﾛ (49)  

2st.GP	 	 参加：2台	 入賞 :	1	位	    
8	 松戸FLASH    '02 H-RS125R(85) (DL)
 A: 小熊 啓稔 ｵｸﾞﾏ ﾋﾛﾄｼ (53)
79	 GARAGE	MAKI	   '88 H-NSR250R (PI)
 A: 立野 卓 ﾀﾂﾉ ﾀｶｼ (58)/B: 高田 速人 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾔﾄ (44)/C: 堀江 昭 ﾎﾘｴ ｱｷﾗ (41) 

4st.GP-Ⅱ	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
38	 E.X.R.T    '88 Y-TRX850 (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)/C: 及川 玲 ｵｲｶﾜ ｱｷﾗ (51) 
90	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー    '75 H-CB500R (DL)
 A: 久保 信男 ｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｵ (74)/B: 小寺 義弘 ｺﾃﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ (67) 

Quarter	1	 参加：2台	 入賞 :	1	位    
13	 単車工房道楽＆NOGARO   '90 Y-SRX250F (PI)
 A: 佐野 英明 ｻﾉ ﾋﾃﾞｱｷ (61)/B: 柴田 章彦 ｼﾊ ﾀ゙ ｱｷﾋｺ (50)/C: 斉藤 一男 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ (64) 
32	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー    '90 Y-SRX250F (BS)
 A: 小池 淳一 ｺｲｹ ｼ ｭ゙ﾝｲﾁ (47) 

タイムアタック⓫10：50〜	 決勝⑫スタート15：00〜／45分	
エンデュランス 3000-45 分耐久レース
ED3000 Group 
No.	 クラブ名／名前・フリガナ（年齢）	 	 車両名	 タイヤ

[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-RR04) 	 Weather	:晴れ/Track	:ドライ
Class	 Lap	Time	 Average　Speed	 No.	 Name	 Club
2st.GP	 1'10.956	(26	/	27)	 105.023	km/h	 8	 小熊啓稔	/	松戸FLASH+ZAC	SPEED.R
FL-1	 1'11.118	(5	/	29)	 104.784	km/h	 13	 佐野/柴田/斉藤	/	単車工房道楽&NOGARO
FL-2	 1'09.245	(19	/	30)	 107.618	km/h	 24	 長瀧 /葛西	/	長瀧陸送Racing	Team
FL-4	 1'06.531	(20	/	32)	 112.008	km/h	 39	 髙野/石川/荘	/	S･R･T荘ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ & ﾍﾟﾝﾀｸﾞﾗﾑ
TMAX	 1'10.631	(15	/	30)	 105.506	km/h	 10	 安次嶺純	/	841	ﾚｰｼﾝｸﾞ



Quarter	2	 参加：6台	 入賞 :	3	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 (70) 
21	 B-true	Racing	Sports   '14 Y-YZF-R25 (PI)
 A: 大沢 仁人 ｵｵｻﾜ ﾋﾄﾝﾄ゙ (46)/B: 大滝 輝彦 ｵｵﾀｷ ﾃﾙﾋｺ (49)/C: 大串 晶彦 ｵｵｸｼ ｱｷﾋｺ (52) 
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) 
75	 マキレーシング+NSBR50   '15 Y-YZF-R25 (DL)
 A: 永島 賢一 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｲﾁ (51)/B: 永島 和輝 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｽﾞｷ (24)
77	 マキ	レーシング	    '89 H-VT250 SPADA (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) 

Quarter	4	 参加：12台	 入賞 :	6	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: 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 (53) 
20	 瀬野土建ﾚｰｼﾝｸﾞ部	   '89 H-CBR250RR (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) 
30	 ﾌﾟﾗｲﾍﾞー ﾄﾚｰｼﾝｸ ＆゙ﾊﾆｰﾋﾞー    '87 H-CBR250R (PI)
 A: 風戸 猛 ｶｻ ﾄ゙ ﾀｹｼ (47)/B: 木村 浩之 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ (37)/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)
35	 カワセミ･レーシング･クラブ	   '92 H-CBR250RR (PI)
 A: 白石 憲一 ｼﾗｲｼ ｹﾝｲﾁ (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	 荘レーシングチーム   '90 H-CBR250RR (PI)
 A: 髙野 博文 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ (54)/B: 石川 勝則 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾉﾘ (52)/C: 荘 利光  ｿｳ ﾄｼﾐﾂ (70)  
69	 武庫レーシングチーム   '88 Y-FZR250 
 A: 田嶋 稔 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ (53)/B: 加藤 秀和 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ (56) 
74	 マキレーシング+NSBR50   '89 H-CBR250RR (DL)
 A: 神藤 茂範 ｼﾝﾄ゙ ｳ ｼｹ ﾉ゙ﾘ (55)/B: 山本 毅 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ (58)   
87	 EX.R.T    '92 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 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。

No.	 クラブ名／名前・フリガナ（年齢）	 	 車両名	 タイヤ
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