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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 8：20～08：40／決勝 13：20～（18 周） 
 

参加台数：14 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 ● 

5 鶴岡 秀磨 Sウインズ TflapKKSED KKS 仲沢 清士   

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

9 KAMIKAZE スーパーウインズ＆花島 10V RD10V スーパーウインズレーシングチーム ● 

10 ユウジロウ ZAPSPEED RD10V RD10V ユウジロウ ● 

12 塚本 成人 NRS エンドレス KK-S KKS 塚本 成人 ● 

31 大森 邦浩 オートルック＆モダン木下 10Ｖ RD10V 大森 邦浩 ● 

55 内藤 大輝 RCITwithRaiseUP 07J 改 内藤 大輝   

67 小谷 諭司 Deep ぐんま東圧 10VED RD10V 小谷 諭司   

71 林 寛樹 ゼンカイレーシングウインズ ED KKS-Ⅱ スーパーウインズレーシングチーム ● 

73 Ken Vettel Sakamoto スーパーウインズ KKSED RD10V スーパーウインズレーシングチーム ● 

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

83 今井 慎吾 NRS KKS-Ⅱ 今井 慎吾   

90 上吹越 哲也 ヤマダエコソリューション FTK KKS-Ⅱ 上吹越 哲也 ● 

   
※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 8:45～9:00 ／ 予選 2 組 9:05～9:20 ／ 決勝 16:00～ （15 周） ／ ボーナスレース 17:45～ （15 周） 

参加台数：33 台（予選 1 組：17台、予選 2 組：16 台） 
   

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

＜予選 1 組＞ 
    

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 

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 

10 各務 猛 エルム ロードスター ND5RC 埼玉県 各務 猛 

22 荒井 彦幸 酒処かっぱ ロードスター ND5RC 群馬県 荒井 彦幸 

28 冨林 勇佑 Ｅｎａモタスポ部ロードスター ND5RC 神奈川県 冨林 勇佑 

34 SUMIO ＴＣ ＣＯＲＣＥ ロードスター ND5RC 東京都 SUMIO 

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

63 荒牧 和敬 ＮＤロードスター ND5RC 埼玉県 荒牧 和敬 

72 Jco IINUMA Ｊｃｏラブドライブロードスター ND5RC 千葉県 Jco IINUMA 

77 石川 充彦 ＮＤ ＲＯＡＤＳＴＥＲ ７７ ND5RC 神奈川県 石川 充彦 

84 荒川 高生 チームメッカ 荒川ロードスター ND5RC 茨城県 チーム メッカ 

103 松尾 康博 密林雲ロードスター ND5RC 埼玉県 松尾 康博 

119 ヤナイ ケンタ ＲＯＡＤＳＴＥＲ広島高潤 ND5RC 神奈川県 ヤナイ ケンタ 

122 星野 瞭太 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター ND5RC 長野県 PLUM SUWAHIME GARAGE-I RACING 

132 新井 博史 ＡＲＡＳＨＯ ロードスター ND5RC 埼玉県 新井 博史 

159 イシカワ ＴＣＣマサトモロードスター ND5RC 東京都 イシカワ 

173 三島 勤也 エスアールアセットロードスター ND5RC 東京都 三島 勤也 

191 古宮 正信 西洋懐石じょ里ぃ ロードスター ND5RC 神奈川県 古宮 正信 

 

      

＜予選 2 組＞ 
    

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 

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

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター ND5RC 東京都 上田 純司 

23 大岩 浩気 ＨＲロードスター ND5RC 東京都 大岩 浩気 

32 原嶋 昭弘 ＵＴロードスター ND5RC 埼玉県 原嶋 昭弘 

44 輿水 惇彦 ナガノロードスター ND5RC 長野県 輿水 惇彦 

53 素村 宣慶 ＳＤＣロードスター ND5RC 東京都 素村 宣慶 

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 鈴木 篤 

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 

118 中嶋 鷹 ＭＢ Ｒａｃｉｎｇロードスター ND5RC 群馬県 中嶋 鷹 

121 河村 恭平 クールナッツスノコロードスター ND5RC 埼玉県 河村 恭平 

128 小川 勉 ヤル気は気まぐれロードスター ND5RC 東京都 小川 勉 

133 辻田 佳典 ＺＥＳＴ☆ロードスター ND5RC 茨城県 辻田 佳典 

161 田崎 貴裕 ㈱新和 ロードスター ND5RC 埼玉県 RSユニバーサル・ツイン 

175 中村 公一 モクモクロードスター ND5RC 埼玉県 中村 公一 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.1 <ND Clubamn> 
  

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＞ 
  

走行時間：予選 9:45～10:00 ／ 決勝 17:10～ （15 周）  
   

参加台数：17 台 
    

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

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

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

21 風間 俊雄 不動産現金買取ロードスター 埼玉県 ND5RC 風間 俊雄 

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

35 秋山 文弘 ＴＥＡＭ うにゅうロードスター 東京都 ND5RC 秋山 文弘 

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

42 小林 浩暢 ｂｏｏｂｏｏロードスター 千葉県 ND5RC 小林 浩暢 

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

64 森田 正穂 ＵｍｅＲａｃｉｎｇロードスター 東京都 ND5RC Ume Racing 

80 高野 夏峰 １０年ぶりだよロードスター 東京都 ND5RC 高野 夏峰 

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

97 小野津 博之 だるいロードスター 栃木県 ND5RC 小野津 博之 

116 高橋 祥郎 シグマロードスターＢＪＲ 群馬県 ND5RC 高橋 祥郎 

123 泉 多美宏 ＴＣＣ１２３ロードスター 神奈川県 ND5RC 泉 多美宏 

160 宇野 辰雄 ㈱新和 ロードスター 東京都 ND5RC RSユニバーサル・ツイン 

162 吉田 雅年 ユニバーサルツインロードスター 東京都 ND5RC RSユニバーサル・ツイン 

178 齋木 一也 プロアイズ斎木歯科ロードスター 群馬県 ND5RC 齋木 一也 

197 根本 智文 ユニバーサルツインロードスター 茨城県 ND5RC 根本 智文 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.1 <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 ＜NCシリーズ＞ 
  

走行時間：予選 9:25～9:40 ／ 決勝 16:35～ （15 周）  
   

参加台数：22 台 
    

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

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

1 丹羽 英司 フジカーランドＥＬロードスター 長野県 NCEC 丹羽 英司 

3 三谷 貴一郎 松鵠会ＲＯＡＤＳＴＥＲ 東京都 NCEC 三谷 貴一郎 

7 佐久間 行雄 ＴＣＲ０１２ロードスター 東京都 NCEC TC CORSE 

15 亀山 晃代 ＴＣＣヒコマルロードスター 東京都 NCEC 亀山 晃代 

19 菊池 仁 ｔｉｔｏロードスター 岩手県 NCEC 菊池 仁 

43 平本 磨音 芝浦鯖マーボーロードスター 東京都 NCEC 平本 磨音 

60 小谷 昇司 コムドライブロードスター 長野県 NCEC 小谷 昇司 

69 橋本 悠亮 Ｋ．Ａ．ＭＳＰロードスター 栃木県 NCEC 橋本 悠亮 

74 入江 直 広島高潤ＡＸＩＡロードスター 神奈川県 NCEC 入江 直 

75 星野 計 フィールドスター☆ロードスター 東京都 NCEC 星野 計 

79 小林 秀樹 ケータツ＆アネモネロードスター 神奈川県 NCEC 小林 秀樹 

81 アイダ サトル プロセスＵＴロードスター 栃木県 NCEC アイダ サトル 

86 井尻 薫 ＤＬａｎｇｕａｇｅロードスター 東京都 NCEC 井尻 薫 

87 村松 佑基 ずまタイヤ館焼津ロードスター 静岡県 NCEC 村松 佑基 

96 小森 晴夫 金シャチロードスター 愛知県 NCEC 小森 晴夫 

104 内海 由多加 おりこう堂ロードスター 東京都 NCEC 内海 由多加 

129 TORU SHIMAZAKI ＪＦ Ｍｏｔｙｓ銀ロードスター 神奈川県 NCEC TORU SHIMAZAKI 

152 道田 朋子 それいけ☆ロードスター 東京都 NCEC 道田 朋子 

165 三宅 泰正 ＣＲＥＯロードスター 埼玉県 NCEC RSユニバーサル・ツイン 

177 松浦 俊一 小原笑店ＮＣロードスター 宮城県 NCEC 松浦 俊一 

196 田口 諭史 ☆Ｍ３☆Ｗｉｎ☆ロードスター☆ 栃木県 NCEC 田口 諭史 

199 佐多 雄二 ＣＢ３６５ロードスター 東京都 NCEC 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 8：00～8：15／2 本目 12：25～12：40 

参加台数：26 台(全クラス混走） 
   

       

◆B1 クラス：5 台     
気筒容積 1600cc 以下の B車両のうち、限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

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

12 柴田 尚 DOMINISTA マーチ K11 改 柴田 尚 DL 

13 望月 裕司 LHD ハチロク AE86 望月 裕司 DL 

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

25 関和 幸司 Luke@MARC-SWIFT ZC31S 関和 幸司 DL 

       

◆B2 クラス：6 台     
気筒容積 1600cc 以下の B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 日以降の限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

14 日向 孝之 SIRIUSロードスター ND5RC 日向 孝之 BS 

16 岩田 洋二 下積み ND ロードスター ND5RC 岩田 洋二 BS 

18 熊本 壮一郎 ネッツ千葉シュポルト葵ヴィッツ NCP131 熊本 壮一郎 GY 

19 太田 高之 DXL ノートニスモ S E12 改 太田 高之 BS/YH 

20 青木 俊輔 ＤＬリンクススイフト ZC32S 青木 俊輔 DL 

24 中澤 伸幸 黒色のデミオ DJLFS 中澤 伸幸 BS 

       

◆B4 クラス：4 台     
気筒容積 1600cc を超え 2000cc 以下の 2 輪駆動（FR）の B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 日以降の限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

7 市川 忠康 ポンコツ野郎アローズ DXL86 ZN6  市川 忠康 BS 

9 小田桐 弘幸 ｍｙX神奈川 86 ZN6 小田桐 弘幸 BS 

11 林 幸夫 映像研びーあーるぜっと ZC6  林 幸夫 DL 

23 根塚 昌宏 RSアムロ 青 86 ZN6 根塚 昌宏 DL 

       

◆B5 クラス：4 台     
上記以外の気筒容積 3500CC 以下の 2 輪駆動の B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 

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

8 金田 祐貴 EXM アドバンインテグラ DC5 金田 祐貴 YH 

21 富田 勲 いさ吉 RX-7 FD3S 富田 勲 YH 

22 菊地 誠一郎 白玉 RX-7 FD3S 菊地 誠一郎 MI 

       

◆B6 クラス：6 台     
上記以外の B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 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 小野寺 康文 マジョラＳＰＭモンスターエボ X CZ4A 小野寺 康文 BS 

5 高岩 良行 DXL メモリーBFM ランサー CP9A 高岩 良行 BS 

6 鈴木 達朗 WRALEX STI GVB 鈴木 達朗 DL 

26 蝶間林 一夫 T2 ベアフォルテックランサー CP9A 蝶間林 一夫 BS 

    
    

◆PN2 クラス：1 台 
    

気筒容積 15000 を超え 2000cc 以下の 2 輪駆動の 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 日以降の限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

17 横山 雄基 通勤快速 86 ZN6 横山 侑幸 DL 

  

 

※BS：ブリヂストン、DL：ダンロップ、GY：グッドイヤー、MI：ミシュラン、YH：横浜ゴム 
 


