
※以上、五十音順、敬称略

イベント

Ｎｏ　Ｌｉｍｉｔ　Ｊａｐａｎ　エクストリームショー

後援 福島県観光物産交流協会

地元野菜・果物　販売ブース

Ｄｒａｇｂｉｋｅ．Ｃｏｍ

ハラダ製茶

ファクトリーナカムラ

飲食ブース

取材協力メディア

ＣａｒＸｓ ＴＶ（栃木テレビ） カスタムピープル

スタジオタック

物品協賛各社

ＫＴＭ ＪＡＰＡＮ

シンコー ＳＩＭＰＳＯＮ

出展協力各社

ＫＴＭ ＪＡＰＡＮ ナイトロンジャパン

ロードライダー

ＩＣＯＮ/ＡＦＧ　ＭＯＴＯＳＰＯＲＴＳ

ＲＥＤ　ＲＵＭ

出資協賛各社

アドバンテージ九州 ＥＳＰＥＲ

オフィスシラタ ガレージｄｂ

ＳＵＮＯＣＯ

特別出資協賛 ハラダ製茶株式会社

斉藤様

ＢＲＯＣＫ’Ｓ

西村コーティング

(株)ホンダ Ｖ－ＭＡＸ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｃｌｕｂ

(株)ワイズクリエイト

レッドモーター

Ｄｅｓｉｇｎ８

ロードライダー

和光ケミカル（ＷＡＫＯ’Ｓ）

福島民報

２０１４ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｏｕｎｄ．５　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶

Fall Nationals　大会プログラム
２０１４年１０月１２日（日）　福島スカイパーク　～がんばろう東北～

ポッカサッポロフード&ビバレッジ

クラスフォーエンジニアリング

ナイトロンジャパン



時間 項　目 会　場/その他

初心者講習

ウォームアップ走行

テスト＆チューン（ＴＴ）クラス　　１本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　１本目

テスト＆チューン（ＴＴ）クラス　　２本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　２本目

Ｃｒａｚｙ８　⇒　ストリートファイター　⇒　オープン　⇒　Ｖ
ＳＢ　⇒　ハーレー　⇒　ＭＩＮＩＭ　１本目

スクータークラス　　１本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　３本目

Ｃｒａｚｙ８　⇒　ストリートファイター　⇒　オープン　⇒　Ｖ
ＳＢ　⇒　ハーレー　⇒　ＭＩＮＩＭ　２本目

スクータークラス　　２本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　４本目

ＪＤ－ＳＴＥＲ　ＳＴＵＮＴ　ＲＩＤＩＮＧ　ＰＡＲＴＹ
ＮＯ　ＬＩＭＩＴ　ＪＡＰＡＮ　エクストリームショー

バイクスタントの大会とＮＯ　ＬＩＭＩＴ　ＪＡＰＡＮによるエクストリームショーを
お楽しみ下さい。

☆現地受付！！『ドラッグコース体験走行会 』 
希望者の方は事前に受付を行って頂きます。場内放送にてお知らせ
しますのでお聞き逃しなく！

テスト＆チューン（ＴＴ）クラス　　３本目

スクータークラス　　３本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　５本目

不成立クラス　1本目（賞典なし）　※PB/SB/シュートアウト/VSB/ハーレー/MINIM ※出走は基本的にゼッケン順にて行います。

Ｃｒａｚｙ８クラス　　１回戦

ストリートファイタークラス　　１回戦

オープントーナメントクラス　　１回戦

Ｃｒａｚｙ８クラス　　準決勝

ストリートファイタークラス　　準決勝

オープントーナメントクラス　　準決勝

スクータークラス　　４本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　６本目

不成立クラス　2本目（賞典なし）　※PB/SB/シュートアウト/VSB/ハーレー/MINIM

オープントーナメントクラス　　決勝

ストリートファイタークラス　　決勝

Ｃｒａｚｙ８クラス　決勝

Ｃｒａｚｙ８　⇒　ストリートファイター　⇒　オープン　⇒　ＶＳＢ　⇒
ハーレー　⇒　ＭＩＮＩＭ　⇒　スクーター　追加の練習走行

※エントラント限定です!!クルーや見学者の代替出走は禁止です!!

全決勝レース終了後に時間がとれた場合のみ実施。時間がとれない場合はキャ
ンセルとさせて頂きます。予めご了承ください。走行は該当クラスの希望者の
み走行して下さい。決勝終了後なので強制参加ではありませんし、リザルトに
も反映されません。

閉会式＆表彰式 パドックにて

解散

※タイムスケジュールは変更の可能性がありますのでご注意下さい。また随時エキジビション走行を行う事がありますのでご了承下さい。

トーナメントブロック発表　　※各自トーナメントの出走順をご確認下さい。

※出走は基本的にゼッケン順にて行います。

※トーナメントの出走順はゼッケン順ではありませんのでご注意下
さい。出走順はトーナメント表にて各自確認して下さい。万一、各
自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて頂きます。

※トーナメントの出走順はゼッケン順ではありませんのでご注意下
さい。出走順はトーナメント表にて各自確認して下さい。万一、各
自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて頂きます。

※出走は基本的にゼッケン順にて行います。

※トーナメントの出走順はゼッケン順ではありませんのでご注意下
さい。出走順はトーナメント表にて各自確認して下さい。万一、各
自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて頂きます。

8:30

※初参加の方は必ず参加してください。
　 参加していない場合、走行会に出場できません。

※午前の出走は基本的にゼッケン順にて行います。
車両のトラブル等で走行を辞退する場合、必ずスタッフに申し出て
下さい。万一、各自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて
頂きます。
　
※シュートアウトクラス＆ＰＢクラス＆ＳＢクラスは、１本目を９
時３０分スタート、２本目を１１時００分スタートで出走頂きま
す。各自出走時間に合わせて待機エリアにご集合下さい。その他の
クラスの方は待機エリアて待機中であっても、シュートアウト＆Ｐ
Ｂ＆ＳＢクラスの走行時間を優先させて頂きますので、引き続き待
機エリアにてお待ち下さい。

※12時前にゼロヨンチャレンジ４本目が終了した場合、以降のスケ
ジュールは全て前倒しとさせて頂きます。

8:00

２０１４ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｄ．５　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶　タイムスケジュール

6:00
参加受付 参加受付：コース入口

開会式＆ブリーフィング
ドラッグコース入口にて実施
※雨天時も同様

6:30

7:30

参加受理書にも記載してあります通り、車両検査は行わず出走前チェックを行います。各自自己
責任において開会式までに車両整備や準備を行って下さい。スタート前チェック（スタッフによ
る簡単な目視確認）でスタッフから何か指摘を受けた箇所がある方はパドックに戻って対策を施

12：00 

13：00 

1６：00 



ドラッグレース出走者合計66名　110台出走

ＰＢクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

6 - 松浦　義弘 埼玉 東洋大学ドラッグレーシングクラブ ＧＳＸ－Ｒ

10 - 原田　宗一郎 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＧＳＸ－Ｒ

ＳＢクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

15 - 堂免　英二 福岡 ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ／ＤＯ．レーシング ＺＸ－１２Ｒ

16 - 齋藤　学 福島 ＴＥＡＭ　ＡＢＥＧＵＭＩ　ＢＲＯＳＳ Ｘ４

24 - 小宮　正成 神奈川 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖ－ＭＡＸ1700ＴＵＲＢＯ

　

シュートアウトクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

26 - 山崎　淳一 茨城 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ 隼

Ｃｒａｚｙ８クラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

33 - 山崎　淳一 茨城 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ 隼

35 ● 本田　久光 埼玉 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ　

36 ● 原田 康次郎 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ 隼

37 ● 小島　泰三 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ １４Ｒ

39 ● 白田　文博 東京 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸ１３００Ｒ

44 ● 前田　憲明 東京 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ－Ｒ１０００ＴＵＲＢＯ

45 - 関谷　博幸 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ

47 ● 緒方　信 福岡 ＰＲＯ　ＨＥＡＤ　Ｍｏｔｏｒ　Ｆａｃｔｏｒ ＧＳＸ１３００Ｒ

48 ● 武井　貴幸 埼玉 Ｇａｒｅｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ１３００Ｒ

50 ● 玉置　健治 東京 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ

51 ● 横田　千里 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ　2012

53 ● 武部　文栄 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

54 ● 横田　正彦 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ 隼　2009

56 ● 星野　英幸 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ Ｂ－ＫＩＮＧ

58 ● 山崎　博之 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

59 ● 石森　秀樹 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ

62 ● 切替　信雄 千葉 ＳＥＣＲＥＴ　ＢＡＳＥ　Ｒａｃｉｎｇ ＺＸ１２Ｒ

64 ● 田辺　康彦 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

ストリートファイタークラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

67 ● 川田　雄一 埼玉 ＶｍａｘＤｒａｇＲａｃｉｎｇ Ｖｍａｘ１７００

69 ● 梅田　秀樹 東京 サイクルテック ＧＳＸ－Ｒ１０００

71 ● 江原　俊祐 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ１４Ｒ

72 ● 井手　隆弘 東京 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＸＪＲ１２００　

74 ● 中谷　洋介 埼玉 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＳＸＲ１３００

75 ● 若田部　厚夫 埼玉 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｃｉｕｂ Ｖｍａｘターボ

78 ● 平田　靖彦 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＺＲ－１４００

84 ● 満平　 薫 東京 ＢＬＵＥ　ＴＨＵＮＤＥＲＳ ＫＺ１０００ＭＫⅡ

85 ● 根岸　俊平 神奈川 Ｇａｒｅｇｅ　ｄｂ ＧＳＸＲ１０００

86 ● 大場　厚 宮城 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｈｉｎｇ　Ｃｌｕｂ ＶＭＡＸ1700

93 - 井上　公太 山形 ｍｏｔｏｒ　Ｐｏｏｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ ＧＳＸ１３００Ｒ

オープントーナメントクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

101 ● 中村　 進 愛知 チーム中村 アプリリアＲＳ２５０

106 ● 梶原　 茂 栃木 村正ＢＧＦ Ｖｍａｘ

109 - 山崎　秀昭 栃木 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ ＧＰＺ９００Ｒ

120 - 小池　孝 神奈川 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＸＪＲ１３００

126 - 只野　保之 福島 ＢＲＯＳＳ ＧＳＸ１３００隼

ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｏｕｎｄ．５　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶

Fall Nationals 　２０１４．１０．１２（日）福島スカイパーク



128 ● 中島　兵次 茨城 ＹＥＬＬＯＷ－ＴＯＰ（ブラックホープ） ＧＳＸ－Ｒ１１００

131 - 松尾　勇一 福岡 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖ－ＭＡＸ１２００

132 ● 平野　祥伯 埼玉 埼玉県三郷市のノッツガレージ ＺＸ－９Ｒ

135 ● 有松　一 東京 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ

137 ● 板橋　秀樹 福島 ＧＳＸ１400

139 ● 人見　正昇 千葉 ＺＲＸ１２００ダエグ

145 - ステラ川田　 栃木 チームアップルｗｉｔｈＣａｒＸ☆ｓ ＣＢＲ１１００ＸＸ

148 - 東尾　美貴 神奈川 アズマ陸運 ＣＢＲ９５４ＲＲ

152 ● Ｈａｒｕ 東京 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ－Ｒ７５０

157 ● 弘瀬　栄二 東京 ＣＲＡＳＨＥＲＳ Ｖｍａｘ１７００

158 ● 土井　幸一郎 栃木 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｈｉｎｇ　Ｃｌｕｂ Ｖｍａｘ

160 ● 福島　珠代 福岡 ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ／ＤＯ．レーシング ＺＸ－６Ｒ

170 ● 小原　雅昭 千葉 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＧＳＦ１２００Ｓ

171 ● 原　孝保 神奈川 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ

177 - 金子　雄二 新潟 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＧＳＸ１３００Ｒ

180 - 佐藤　智春 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＣＢＲ１０００ＲＲ

182 ● 工藤　修 東京 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸ１３００Ｒ

198 ● 伊藤　翔 福島 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＹＺＦ－Ｒ１

201 ● 斎藤　健太 神奈川 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖ－ＭＡＸ１7００

Ｖｉｎｔａｇｅ ＳｕｐｅｒＢｉｋｅ（ＶＳＢ）クラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

237 - 吉成　憲二郎 福島 ＢＲＯＳＳ ＧＰＺ１１００Ｆ

248 ● 小松﨑　明 茨城 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ Ｚ７５０ＦＸ

264 ● 菅野　政勝 埼玉 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ Ｚ１

ＭＩＮＩＭクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

300 - 平間　秀彦 宮城 ヒラマファクトリー/鈴重工業 ＲＳ１２５

ゼロヨンチャレンジ

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

369 - 米川　宗徳 茨城 ゼンシン ７５０ＳＳ

372 - 豊島　博昭 茨城 ゼンシン ７５０ＳＳ

373 - 馬場　大作 福島 ＢＪＳＣ Ｈ－Ｄ

ロンゲストストッピー

Ｎｏ. 追加クラス 氏名 住所 チーム名 車種

3 - 近藤　修矢 東京 Ｎｏ　Ｌｉｍｉｔ　Ｊａｐａｎ ＺＸ－６Ｒ

4 - 高田　順 埼玉 ヤマハＹＺＦ－Ｒ１

15 - 村上　弘明 熊本 ＮＳＲ２５０Ｒ

16 - 照屋　則斗 兵庫 ＺＸ－６ＲＲ

19 - 屋比久　大 兵庫 ＲＹＵＫＹＵ　ＸＴＲＥＭＥ　ＢＩＫＥ ＺＸ－６Ｒ

21 - 植田　和貴 神奈川 Ｄトラッカー

サークルチャレンジ

Ｎｏ. 追加クラス 氏名 住所 チーム名 車種

3 - 近藤　修矢 東京 Ｎｏ　Ｌｉｍｉｔ　Ｊａｐａｎ ＺＸ－６Ｒ

5 - 佐々木　一裕 宮城 Ｄトラッカー250

15 - 村上　弘明 熊本 ＮＳＲ２５０Ｒ

16 - 照屋　則斗 兵庫 ＺＸ－６ＲＲ

19 - 屋比久　大 兵庫 ＲＹＵＫＹＵ　ＸＴＲＥＭＥ　ＢＩＫＥ ＺＸ－６Ｒ

20 - 佐藤　太勇 神奈川 ＷＲ２５０Ｘ

練習会

Ｎｏ. 追加クラス 氏名 住所 チーム名 車種

7 - 阿部　哲 宮城 ＺＸ－６Ｒ

22 - 辻　匡哉 愛知 ＺＸ－６ＲＲ



※以上、五十音順、敬称略

ロードライダー

和光ケミカル（ＷＡＫＯ’Ｓ）

福島民報

２０１４ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｏｕｎｄ．６　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶

JAPAN Finals　大会プログラム
２０１４年１０月１３日（祝月）　福島スカイパーク　～がんばろう東北～

ポッカサッポロフード&ビバレッジ

クラスフォーエンジニアリング

ナイトロンジャパン

ＳＵＮＯＣＯ

特別出資協賛 ハラダ製茶株式会社

斉藤様

ＢＲＯＣＫ’Ｓ

西村コーティング

(株)ホンダ Ｖ－ＭＡＸ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｃｌｕｂ

(株)ワイズクリエイト

レッドモーター

ＩＣＯＮ/ＡＦＧ　ＭＯＴＯＳＰＯＲＴＳ

ＲＥＤ　ＲＵＭ

出資協賛各社

アドバンテージ九州 ＥＳＰＥＲ

オフィスシラタ ガレージｄｂ

スタジオタック

物品協賛各社

ＫＴＭ ＪＡＰＡＮ

シンコー ＳＩＭＰＳＯＮ

出展協力各社

ＫＴＭ ＪＡＰＡＮ ナイトロンジャパン

Ｄｅｓｉｇｎ８

ロードライダー

後援 福島県観光物産交流協会

地元野菜・果物　販売ブース

Ｄｒａｇｂｉｋｅ．Ｃｏｍ

ハラダ製茶

ファクトリーナカムラ

飲食ブース

取材協力メディア

ＣａｒＸｓ ＴＶ（栃木テレビ） カスタムピープル



時間 項　目 会　場/その他

初心者講習

ウォームアップ走行

テスト＆チューン（ＴＴ）クラス　　１本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　１本目

テスト＆チューン（ＴＴ）クラス　　２本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　２本目

Ｃｒａｚｙ８　⇒　ストリートファイター　⇒　オープン　⇒　Ｖ
ＳＢ　⇒　ハーレー　⇒　ＭＩＮＩＭ　１本目

スクータークラス　　１本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　３本目

Ｃｒａｚｙ８　⇒　ストリートファイター　⇒　オープン　⇒　Ｖ
ＳＢ　⇒　ハーレー　⇒　ＭＩＮＩＭ　２本目

スクータークラス　　２本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　４本目

☆現地受付！！『ドラッグコース体験走行会 』 
希望者の方は事前に受付を行って頂きます。場内放送にてお知らせ
しますのでお聞き逃しなく！

テスト＆チューン（ＴＴ）クラス　　３本目

スクータークラス　　３本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　５本目

不成立クラス　1本目（賞典なし）　※PB/シュートアウト/VSB/ハーレー/MINIM ※出走は基本的にゼッケン順にて行います。

ＳＢクラス　　１回戦

Ｃｒａｚｙ８クラス　　１回戦

ストリートファイタークラス　　１回戦

オープントーナメントクラス　　１回戦

ＳＢクラス　　準決勝

Ｃｒａｚｙ８クラス　　準決勝

ストリートファイタークラス　　準決勝

オープントーナメントクラス　　準決勝

スクータークラス　　４本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　６本目

不成立クラス　2本目（賞典なし）　※PB/シュートアウト/VSB/ハーレー/MINIM

ＳＢクラス　　決勝

オープントーナメントクラス　　決勝

ストリートファイタークラス　　決勝

Ｃｒａｚｙ８クラス　決勝

Ｃｒａｚｙ８　⇒　ストリートファイター　⇒　オープン　⇒　ＶＳＢ　⇒
ハーレー　⇒　ＭＩＮＩＭ　⇒　スクーター　追加の練習走行

※エントラント限定です!!クルーや見学者の代替出走は禁止です!!

全決勝レース終了後に時間がとれた場合のみ実施。時間がとれない場合はキャ
ンセルとさせて頂きます。予めご了承ください。走行は該当クラスの希望者の
み走行して下さい。決勝終了後なので強制参加ではありませんし、リザルトに
も反映されません。

閉会式＆表彰式 パドックにて

開会式＆ブリーフィング
ドラッグコース入口にて実施
※雨天時も同様

6:30

7:30

8:30

※初参加の方は必ず参加してください。
　 参加していない場合、走行会に出場できません。

※午前の出走は基本的にゼッケン順にて行います。
車両のトラブル等で走行を辞退する場合、必ずスタッフに申し出て
下さい。万一、各自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて
頂きます。
　
※シュートアウトクラス＆ＰＢクラス＆ＳＢクラスは、１本目を９
時３０分スタート、２本目を１１時００分スタートで出走頂きま
す。各自出走時間に合わせて待機エリアにご集合下さい。その他の
クラスの方は待機エリアて待機中であっても、シュートアウト＆Ｐ
Ｂ＆ＳＢクラスの走行時間を優先させて頂きますので、引き続き待
機エリアにてお待ち下さい。

※12時前にゼロヨンチャレンジ４本目が終了した場合、以降のスケ
ジュールは全て前倒しとさせて頂きます。

8:00

２０１４ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｄ．６　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶　タイムスケジュール

6:00
参加受付 参加受付：コース入口

お昼休み

解散

※タイムスケジュールは変更の可能性がありますのでご注意下さい。また随時エキジビション走行を行う事がありますのでご了承下さい。

トーナメントブロック発表　　※各自トーナメントの出走順をご確認下さい。

※出走は基本的にゼッケン順にて行います。

※トーナメントの出走順はゼッケン順ではありませんのでご注意下
さい。出走順はトーナメント表にて各自確認して下さい。万一、各
自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて頂きます。

※トーナメントの出走順はゼッケン順ではありませんのでご注意下
さい。出走順はトーナメント表にて各自確認して下さい。万一、各
自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて頂きます。

※出走は基本的にゼッケン順にて行います。

※トーナメントの出走順はゼッケン順ではありませんのでご注意下
さい。出走順はトーナメント表にて各自確認して下さい。万一、各
自の出走順に遅れた場合はリタイア扱いとさせて頂きます。

参加受理書にも記載してあります通り、車両検査は行わず出走前チェックを行います。各自自己
責任において開会式までに車両整備や準備を行って下さい。スタート前チェック（スタッフによ
る簡単な目視確認）でスタッフから何か指摘を受けた箇所がある方はパドックに戻って対策を施

12：00 

13：00 

1６：00 



ドラッグレース出走者合計69名　109台出走

ＰＢクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

5 - 赤石　満 群馬 ブレイブスレーシング ＧＳＸ－Ｒ

6 - 松浦　義弘 埼玉 東洋大学ドラッグレーシングクラブ ＧＳＸ－Ｒ

10 - 原田　宗一郎 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＧＳＸ－Ｒ

ＳＢクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

13 - 黒田　愛 富山 +Ｒｈ ＧＳＸ－Ｒ１１００

15 - 堂免　英二 福岡 ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ／ＤＯ．レーシング ＺＸ－１２Ｒ

16 - 齋藤　学 福島 ＴＥＡＭ　ＡＢＥＧＵＭＩ　ＢＲＯＳＳ Ｘ４

18 - 村山　雅春 宮城 ＦＴ－１　ＷＲＥＸ ＧＳＸ－Ｒ１１００

20 - 木村　和由 茨城 フルスロットル　モータースポーツ ＧＰＺ１４００

　

Ｃｒａｚｙ８

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

35 ● 本田　久光 埼玉 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ　

36 ● 原田 康次郎 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ 隼

37 ● 小島　泰三 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ １４Ｒ

39 ● 白田　文博 東京 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸ１３００Ｒ

44 ● 前田　憲明 東京 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ－Ｒ１０００ＴＵＲＢＯ

47 ● 緒方　信 福岡 ＰＲＯ　ＨＥＡＤ　Ｍｏｔｏｒ　Ｆａｃｔｏｒ ＧＳＸ１３００Ｒ

48 ● 武井　貴幸 埼玉 Ｇａｒｅｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ１３００Ｒ

51 ● 横田　千里 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ　2012

52 ● 矢島　晴也 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

53 ● 武部　文栄 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

54 ● 横田　正彦 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ 隼　2009

55 - 篤　孝彰 千葉 Ｔｅａｍ　ＲＩＧＩＤ 隼

57 ● 下村　久人 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸ１３００Ｒ

58 ● 山崎　博之 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

59 ● 石森　秀樹 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ

62 ● 切替　信雄 千葉 ＳＥＣＲＥＴ　ＢＡＳＥ　Ｒａｃｉｎｇ ＺＸ１２Ｒ

63 ● 中村　 隆 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ Ｓ１０００ＲＲ

64 ● 田辺　康彦 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

ストリートファイタークラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

67 - 川田　雄一 埼玉 ＶｍａｘＤｒａｇＲａｃｉｎｇ Ｖｍａｘ１７００

69 - 梅田　秀樹 東京 サイクルテック ＧＳＸ－Ｒ１０００

71 ● 江原　俊祐 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ１４Ｒ

72 ● 井手　隆弘 東京 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＸＪＲ１２００　

74 ● 中谷　洋介 埼玉 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＳＸＲ１３００

75 - 若田部　厚夫 埼玉 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｃｉｕｂ Ｖｍａｘターボ

78 ● 平田　靖彦 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＺＲ－１４００

85 ● 根岸　俊平 神奈川 Ｇａｒｅｇｅ　ｄｂ ＧＳＸＲ１０００

86 ● 大場　厚 宮城 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｈｉｎｇ　Ｃｌｕｂ ＶＭＡＸ1700

93 - 井上　公太 山形 ｍｏｔｏｒ　Ｐｏｏｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ ＧＳＸ１３００Ｒ

ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｏｕｎｄ．６　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶

JAPAN Finals 　２０１４．１０．１３（祝月）福島スカイパーク



オープントーナメント

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

101 - 中村　 進 愛知 チーム中村 アプリリアＲＳ２５０

104 - 豊島　恵 茨城 ゼンシン ７５０ＳＳ

106 ● 梶原　 茂 栃木 村正ＢＧＦ Ｖｍａｘ

117 ● 宮本　 茂 栃木 モトショップ　ライズ矢板 ＸＪＲ１２００

120 - 小池　孝 神奈川 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＸＪＲ１３００

126 - 只野　保之 福島 ＢＲＯＳＳ ＧＳＸ１３００隼

131 - 松尾　勇一 福岡 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖ－ＭＡＸ１２００

135 ● 有松　一 東京 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ

136 ● 安斎　優司 福島 ＧＳＸ－Ｒ１０００

137 - 板橋　秀樹 福島 ＧＳＸ１400

139 ● 人見　正昇 千葉 ＺＲＸ１２００ダエグ

140 - 笹木　清光 福島 ＢＲＯＳＳ ＢＭＷＨＰ４

145 - ステラ川田　 栃木 チームアップルｗｉｔｈＣａｒＸ☆ｓ ＣＢＲ１１００ＸＸ

148 - 東尾　美貴 神奈川 アズマ陸運 ＣＢＲ９５４ＲＲ

152 ● Ｈａｒｕ 東京 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ－Ｒ７５０

157 ● 弘瀬　栄二 東京 ＣＲＡＳＨＥＲＳ Ｖｍａｘ１７００

158 ● 土井　幸一郎 栃木 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｈｉｎｇ　Ｃｌｕｂ Ｖｍａｘ

160 ● 福島　珠代 福岡 ＡＤＶＡＮＴＡＧＥ／ＤＯ．レーシング ＺＸ－６Ｒ

170 ● 小原　雅昭 千葉 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＧＳＦ１２００Ｓ

171 ● 原　孝保 神奈川 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ

174 ● 渡辺　克己 茨城 ＧＴＤ ＣＢＲ９５４ＲＲ

176 - 石井　孝司 埼玉 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ１2００

179 ● 小里　誠 茨城 ＯＭＥＧＡ　ＯＩＬ　ＧＴＤ Ｖ－ＲＯＤ

188 - 寺門　英樹 茨城 ゼンシン ７５０ＳＳ

197 ● 黒沢　直人 茨城 ＯＭＥＧＡ　ＯＩＬ　ＧＴＤ ＺＸ１４Ｒ

198 - 伊藤　翔 福島 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＹＺＦ－Ｒ１

Ｖｉｎｔａｇｅ ＳｕｐｅｒＢｉｋｅ（ＶＳＢ）クラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

237 - 吉成　憲二郎 福島 ＢＲＯＳＳ ＧＰＺ１１００Ｆ

264 ● 菅野　政勝 埼玉 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ Ｚ１

ハーレークラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

281 - 溝口　誠司 千葉 ガレージ弐輪 ハーレーショベル

ＭＩＮＩＭクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

300 - 平間　秀彦 宮城 ヒラマファクトリー/鈴重工業 ＲＳ１２５

ＰＭクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

356 ● 久保田　哲朗 神奈川 ＦＲＥＥＤＯＭ キア

357 ● 北川　誠 千葉 マジェスティー

ゼロヨンチャレンジ

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

369 - 米川　宗徳 茨城 ゼンシン ７５０ＳＳ


