
筑波サーキット・カーフェスティバル 出場予定者リスト 

開催日：2018年 5月 5日（土） ／ 開催地：筑波サーキット 

 

1 

JAF TSUKUBA Super FJ Championship Series Round 2 
   

JAF 筑波スーパーFJ選手権シリーズ 第 2 戦 
   

走行時間 予選 9：00～09：15／決勝 14：00～（18 周） 
   

参加台数：11 台 
    

      
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント マスターズ 

3 秋山 健也 スーパーウインズＫＫＳ・ＥＤ KKS スーパーウインズレーシングチーム   

8 岩澤 優吾 ZAP MBM １０VED RD10V ザップスピード   

7 本田 千啓 モダンガレージ☆ATG ☆１０V改 RD10V 本田 千啓   

9 ＫＡＭＩＫＡＺＥ Sウインズ花島．ZOIL．ＥＤ RD10V スーパーウインズレーシングチーム ● 

11 Rocky オートルック Rocky RD10V 佐藤 晋一 ● 

31 大竹 将光 オートルック Winmaｘ1OV RD10V 大竹 将光   

55 高橋 三徳 RaiseUPwithRCIT WEST07J 高橋 三徳   

66 横地 昌重 Deepアクアクララ１０ＶＥＤ RD10V ディープレーシング   

71 林 寛樹 ZENKAIウインズＥＤ KKS1改 林 寛樹 ● 

82 稲生 幸敏 ＮＲＳ TWS-ED ＫＫＳⅡ KKSⅡ 稲生 幸敏 ● 

83 島倉 世名 NRS ED KKSⅡ KKSⅡ 島倉 世名   

    
※横浜ゴム株式会社製タイヤのワンメイク 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.1 <ND Series> 
   

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 1 戦 ＜NDシリーズ＞ 
   

走行時間：予選 1 組 8:20～8:35 ／ 予選 2 組 8:40～8:55 ／ボーナスレース 12:20～ （15 周） ／ 決勝 12:55～ （15 周） 

参加台数：35 台（予選 1 組：18台、予選 2 組：17 台） 
   

ワンメイクタイヤ：BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 
   

       
＜予選 1組＞ 

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 都道府県 エントラント 

NDシリーズ 

2 市川 彰 関東マツダ洗足店ロードスター ND5RC 東京都 市川 彰 

6 根本 智文 プロジェクトワン ロードスター ND5RC 茨城県 根本 智文 

16 上田 純司 Ｍ ＰＯＷＥＲ ロードスター ND5RC 東京都 上田 純司 

22 荒井 彦幸 ＡＲＡＨＩＫＯロードスター ND5RC 群馬県 荒井 彦幸 

24 折戸 聡 ＴｉＲＡＣＩＮＧロードスター ND5RC 神奈川県 折戸 聡 

37 倉持 彰彦 プロジェクトワン ロードスター ND5RC 茨城県 倉持 彰彦 

48 高橋 光介 ステージＶＴＬＵＢロードスター ND5RC 新潟県 高橋 光介 

53 素村 宣慶 ＳＤＣ ロードスター ND5RC 東京都 素村 宣慶 

65 利光 弘文 Ｊ＿Ｍｏｔｙ’ｓロードスター ND5RC 千葉県 利光 弘文 

72 オカハラタツヤ Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター ND5RC 千葉県 オカハラタツヤ 

77 石川 充彦 ＲＯＡＤＳＴＥＲ７７ ND5RC 神奈川県 石川 充彦 

83 濱屋 吉拡 あずあずロードスター ND5RC 埼玉県 濱屋 吉拡 

93 細井 明宏 ＨＵＳＨロードスター ND5RC 埼玉県 細井 明宏 

99 五十嵐 俊之 Ｓ－ＴＥＣ ＮＤロードスター ND5RC 大阪府 五十嵐 俊之 

118 中嶋 鷹 ９４ＭＢロードスター ND5RC 群馬県 中嶋 鷹 

121 河村 恭平 ＲＳＴミタカスノコロードスター ND5RC 茨城県 河村 恭平 

128 小川 勉 ＲＭＦロードスター ND5RC 東京都 小川 勉 

181 堀内 拓哉 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター ND5RC 長野県 PLUM SUWAHIME GARAGE-I RACING 

       
＜予選 2組＞ 

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 都道府県 エントラント 

NDシリーズ 

4 藤井 順子 Ｌｏｖｅｄｒｉｖｅロードスター ND5RC 東京都 Love drive 

14 TAKASHI KOSUGE ＫＲ Ｍｏｔｙ‘ｓロードスター ND5RC 東京都 TAKASHI KOSUGE 

18 坂井 孝郎 浅野自動車ロードスター ND5RC 東京都 アサノレーシングサービス 

23 大岩 浩気 ＨＲロードスター ND5RC 東京都 大岩 浩気 

27 ISHIKAWA パニパニロードスター ND5RC 神奈川県 ISHIKAWA 

41 辻田 慈 Ｌｏｖｅｄｒｉｖｅロードスター ND5RC 茨城県 Love drive 

51 乃美 浩一 ヒロさん達に感謝のロードスター ND5RC 神奈川県 乃美 浩一 

56 鎌倉 裕貴 チーム テラモス ロードスター ND5RC 神奈川県 TEAM TERRAMOS 

71 登坂 紀 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター ND5RC 神奈川県 登坂 紀 

73 鈴木 篤 ＳＲアセットロードスター ND5RC 東京都 SR アセット 

78 出来 利弘 ディーテクニック☆ロードスター ND5RC 神奈川県 出来 利弘 

91 沢崎 祐一 ＤＥＬＴＡロードスター ND5RC 東京都 沢崎 祐一 

95 須藤 利明 サケレーシング赤ロードスター ND5RC 茨城県 須藤 利明 

103 松尾 康博 密林雲ロードスター ND5RC 埼玉県 松尾 康博 

119 箭内 健太 Ｒｏａｄｓｔｅｒ＠広島高潤 ND5RC 神奈川県 箭内 健太 

122 脇田 康平 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター ND5RC 千葉県 PLUM SUWAHIME GARAGE-I RACING 

159 イシカワ ＴＣＣ ＭＴＷＴ ロードスター ND5RC 東京都 TC CORSE 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.1 <ND Clubamn / NC Series> 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 1 戦 ＜ND クラブマン / NCシリーズ＞ 
  

走行時間：予選 8:00～8:15 ／ 決勝 11:45～ （15周） ※ND クラブマンと NC クラブマンの混走 
  

参加台数：21 台（ND クラブマン：7 台 / NCシリーズ：14 台） 
   

ワンメイクタイヤ：BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE003 
   

       
＜予選 1組＞ 

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 都道府県 エントラント 

ND クラブマン 

21 風間 俊雄 カザマグループロードスター 

ND5RC 

埼玉県 風間 俊雄 

31 星野 辰二 二プラロードスター 神奈川県 星野 辰二 

35 秋山 文弘 ＮＤロードスター 東京都 秋山 文弘 

42 小林 浩暢 ｂｏｏｂｏｏロードスター 千葉県 小林 浩暢 

97 小野津 博之 だるいロードスター 栃木県 小野津 博之 

98 アラカワ ユタカ ロードスター アラジン 東京都 アラカワ ユタカ 

120 木村 幸弘 ＹＫＲロードスター 埼玉県 木村 幸弘 

NCシリーズ 

1 丹羽 英司 フジカーランドＥＬロードスター 

NCEC 

長野県 丹羽 英司 

3 三谷 貴一郎 松鵠会ＲＯＡＤＳＴＥＲ 東京都 三谷 貴一郎 

7 佐久間 行雄 ＴＣＲ０１２ロードスター 東京都 TC CORSE 

60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 長野県 小谷 昇司 

75 入江 直 広島高潤ＡＸＩＡロードスター 神奈川県 入江 直 

79 小林 秀樹 ケータツＮＣロードスター 神奈川県 小林 秀樹 

81 相田 聡 プロセスＵＴロードスター 栃木県 相田 聡 

85 里山 敦郎 アクシア広島高潤ロードスター 東京都 里山 敦郎 

87 村松 佑基 ずまタイヤ館焼津ロードスター 静岡県 村松 佑基 

96 小森 晴夫 金シャチレッドロードスター 愛知県 小森 晴夫 

104 内海 由多加 おりこう堂ロードスター 東京都 内海 由多加 

168 高木 宏輝 ＴＡＫＵＭＩ ロードスター 埼玉県 高木 宏輝 

188 星野 瞭太 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター 長野県 PLUM SUWAHIME GARAGE-I RACING 

199 佐多 雄二 ＣＢ３６５ロードスター 東京都 佐多 雄二 
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JAF TSUKUBA CIRCUIT TRIAL Championship Series Round 2 
   

JAF 筑波サーキットトライアル選手権シリーズ 第 2 戦 
   

走行時間 1 本目 9：00～9：15／2本目 13：30～13：45 
   

参加台数：20 台(全クラス混走） 
   

      
◆BD1 クラス：9 台 

    
気筒容積 1600cc 以下の前輪駆動の B/D車両、もしくは 1122CC以下（駆動方式は問わず）の B/D車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

11 吉﨑 久善 DL☆DXL カプチーノ参号機 EA11R 吉﨑 久善 DL 

12 柴田 尚 ランドマーチ K11 改 柴田 尚 DL 

13 工藤 丈弥 NtecE12改 60GT E12 改 工藤 丈弥 DL 

14 西村 一男 サンテック K13 マーチ Ntec K13 改 西村 一男 BS/DL 

15 直井 浩 モンスターDXLパラモスイフト HT81S 直井 浩 DL 

16 熊本 壮一郎 NT新港シュポルト葵ヴィッツ NCP131改 熊本 壮一郎 DL 

17 中澤 伸幸 黒色のデミオ DJLFS 中澤 伸幸 YH 

18 蛯子 雄介 ディクセル NWD前橋フィット GK5 蛯子 雄介 DL 

19 今井 清則 すごいね BR-ROM ノート E12 今井 清則 - 

      
◆BD3 クラス：3 台 

    
後輪駆動の B/D車両 

    
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

8 森田 正穂 アウタープラスましゅ～RX-７ FD3S 森田 正穂 YH 

9 千葉 仁史 ヤング・クラッシック AMGC43 C43 千葉 仁史 FK 

10 富田 勲 いさ吉 RX-7 FD3S 富田 勲 YH 

      
◆BD4 クラス：7 台 

    
4 輪駆動の B/D車両 

    
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

1 蝶間林 一夫 ポインターベアランサー CP9A 蝶間林 一夫 YH 

2 馬場 元 ALEX インプレッサ GDB 馬場 元 BS 

3 佐藤 清貴 DXL リンクスランサー CT9A 佐藤 清貴 BS 

4 高岩 良行 DXL メモリーBFM ランサーT CP9A 高岩 良行 BS/YH 

5 永藤 光雄 ダークブルーGRB GRB 永藤 光雄 YH 

6 林 幸夫 映像研いんぷれっさ GRB 林 幸夫 DL 

7 小野寺 康文 マジョラＳＰＭモンスターエボ X CZ4A 小野寺 康文 DL 

    
    

◆PN3 クラス：1台 
    

気筒容積 1600ccを超え 2000cc以下の 2 輪駆動（FR）の PN車両のうち、FIA/JAF 公認発行年または JAF登録年が 2012年 1月 1日以降の車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

20 横山 侑幸 トヨタ 86 ZN6 横山 侑幸 - 

      

  
※BS：ブリヂストン、DL：ダンロップ、FK：ファルケン、YH：横浜ゴム 

 


