
※以上、五十音順、敬称略

ロードライダー

カスタムピープルＣａｒＸｓ ＴＶ（栃木テレビ）

ハラダ製茶

ナイトロンジャパン

出展協力各社

ＢＵＲＮＯＵＴ

ベスラ

株式会社ＢＤＳ

飲食ブース

福島民報Ｄｒａｇｂｉｋｅ．Ｃｏｍ

取材協力メディア

スタジオタックシティ情報ふくしま

その他

出資協賛各社

ＥＳＰＥＲ

ＳＩＭＰＳＯＮ

ナイトロンジャパン

西村コーティング

(株)ホンダ

アドバンテージ九州

ＳＵＮＯＣＯ

ガレージｄｂ

２０１７ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｏｕｎｄ．１　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶

大会プログラム
２０１７年４月３０日（日）　福島スカイパーク　～がんばろう福島～

レッドモーター

(株)ワイズクリエイト

クラスフォーエンジニアリング

後援

Ｖ－ＭＡＸ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｃｌｕｂ

特別出資協賛

(公財)福島県観光物産交流協会

ハラダ製茶株式会社
株式会社サティス製薬

物品協賛各社

シンコー

オフィスシラタ

ＷＡＫＯ’Ｓ

ＢＲＯＣＫ’Ｓ

小山登記測量事務所

地域創生モーターショー

弘瀬硝子建材店



時間 項　目 会　場/その他

初心者講習

ウォームアップ走行（9：00～）

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

ＰＲＯ　ＯＰＥＮ　⇒　オープン　⇒　ＶＳＢ　⇒　ハーレー　１
本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　３本目

ＰＲＯ　ＯＰＥＮ　⇒　オープン　⇒　ＶＳＢ　⇒　ハーレー　２
本目

ゼロヨンチャレンジクラス　　４本目

※進行状況により予選3本目を行う場合もあります。

☆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！

☆現地受付！！『ストリートＥＴ 』 
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

ゼロヨンチャレンジクラス　　５本目

ＰＲＯ　ＯＰＥＮクラス　　１回戦

オープントーナメントクラス　　１回戦

ハーレークラスタイムトライアル①

ＰＲＯ　ＯＰＥＮクラス　　準決勝

オープントーナメントクラス　　準決勝

ＶＳＢクラス　　準決勝

ハーレークラスタイムトライアル②

ゼロヨンチャレンジクラス　　５本目 ※出走は基本的にゼッケン順にて行います。

オープントーナメントクラス　　決勝

ＶＳＢクラス　　決勝

ＰＲＯ　ＯＰＥＮクラス　決勝

閉会式＆表彰式 パドックにて

２０１７ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｄ．１　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶　タイムスケジュール

6:30
参加受付 参加受付：コース入口横　事務局テント

開会式＆ブリーフィング
コース入口にて実施
※雨天時も同様

7:00

8:00

※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。

8:30

9:00

※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。

※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。

※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。

お昼休み

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。

※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。

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

施してから出走して頂きますので走行開始前に確実に準備を完了して下さい。 

12：15 

13：15 

1６：00 

12：45 

13：45 



ドラッグレース出走者合計55名　97台出走

ＰＲＯ-ＯＰＥＮクラス

Ｎｏ. ＴＴクラスへの参加 氏名 住所 チーム名 車種

3 ● 横田　正彦 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ Ｈ２

4 ● 前田　憲明 東京 Ｇａｒａｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ－Ｒ１０００

5 ● 田辺　康彦 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ-１４Ｒ

6 松浦　義弘 埼玉 チームＩＫＵＩ ＧＳＸ－Ｒ

20 木村　和由 茨城 フルスロットル　 ＧＰＺ１４００

21 ● 矢嶋　晴也 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ-１４Ｒ

23 ● 白田　文博 東京 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸ１３００Ｒ隼

24 ● 本田　久光 埼玉 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ－１0Ｒ

25 ● 江原　俊祐 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ－１４Ｒ

27 ● 豊島　博昭 茨城 ゼンシン ７５０ＳＳ

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

43 ● 小山　智大 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ１４Ｒ

47 ● 緒方　信 福岡 ＧＯＬＤＥＮ　ＥＧＧ ＺＸ１４Ｒ

51 ● 横田　千里 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ

53 ● 武部　文栄 埼玉 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＺＸ１４Ｒ

59 ● 石森　秀樹 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ１４Ｒ

63 ● 中村　 隆 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ Ｓ１０００ＲＲ

70 ● 西田　雅和 東京 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｉｎｇ　Ｃｌｕｂ Ｖｍａｘ1400

77 ● 武井　貴幸 埼玉 Ｇａｒｅｇｅ　ｄｂ ＺＸ１４Ｒ　

98 ● 平田　靖彦 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ－１４Ｒ

103 ● 大場　厚 宮城 Ｖｍａｘ　Ｄｏｒａｇ　Ｒａｃｈｉｎｇ　Ｃｌｕｂ Ｖｍａｘ1700

108 ● 白井　秀幸 宮城 Ｇａｒｅｇｅ　ｄｂ ＺＸ-１４

112 ● 弘瀬　栄二 東京 ＣＲＡＳＨＥＲＳ Ｖｍａｘ

116 工藤　修 東京 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸ１３００Ｒ

131 ● 菅原　新 埼玉 Ｇａｒｅｇｅ　ｄｂ ＧＳＸ－Ｒ１０００

132 ● 山崎　秀昭 栃木 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ ＧＰＺ－９００

133 ● 中村　 進 愛知 チーム中村 アプリリアＲＳ２５０

135 ● 有松　一 東京 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ

136 ● 加山　耕志 東京 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＺＲ１４００

ＪＤ-ＳＴＥＲ走行会　Ｒｏｕｎｄ．1　ｓｐｏｎｓｏｒｅｄ　ｂｙ　ＨＡＲＡＤＡ製茶

２０１７年４月３０日（日）福島スカイパーク



137 板橋　秀樹 福島 ＧＳＸ１400

140 ● 有賀　正寿 福島 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ

142 ● 梶原　 茂 栃木 村正ＢＧＦ 【ＶＤＲＣ】 Ｖｍａｘ

143 栄田　大輔 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ 隼08

146 ● 矢間　亨 鳥取 ヤマ　モータース ＺＸ１０Ｒ

156 ● 波多野　裕久 東京 Ｖｍａｘ　Ｄｒａｇ　Ｒａｃｈｉｎｇ　Ｃｌｕｂ Ｖｍａｘ1700

164 ● 高橋　一貴 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸＲ－１０００

166 大嶌　正則 神奈川 ｍｏｔｏｂｏｘ ＮＳＲ２５０Ｒ

174 ● 森岩　恭兵 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＧＳＸ１０００

177 金子　雄二 新潟 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＧＳＸ１３００Ｒ

183 ● 木内　克己 千葉 ＲＴ　東京後姿美人（ばっくしゃん） ＴＬ１０００Ｒ

184 多田　健一 東京 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＧＳＸ１３００Ｒ

190 ● 寺下　昌利 神奈川 ＥＳＰＥＲ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ Ｖｍａｘ１７００

192 ● 宮本　 茂 栃木 しもつか　れーしんぐ ＸＪＲ１２００

196 ● 小池　孝 神奈川 ＲＥＤ　ＭＯＴＯＲ　ＲＡＣＩＮＧ ＸＪＲ１３００

198 ● 伊藤　翔 福島 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ 隼

211 ● 平方　さおり 新潟 チームＳｐａｒｋｌ（チームスパークル） ＧＳＸ－１３００Ｒ隼

212 ● 菊池　茂徳 山形 チームＳｐａｒｋｌ Ｈ２

218 ● 会田　英和 神奈川 ＣＬＡＳＳ４　ＰＯＷＥＲ　ＰＬＡＹＥＲＳ ＺＸ-１４Ｒ　

222 平間　秀彦 宮城 ヒラマファクトリー＠鈴重工業 ＫＨ400

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

239 ● 金子　順行 茨城 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ Ｚ１０００ＭＫⅡ

242 ● 林　雅俊 茨城 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ Ｚ１

248 ● 小松﨑　明 茨城 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ Ｚ７５０ＦＸ

255 ● 阿部　崇 茨城 ＴＥＡＭ　ＺＡＰＰＥＲ ＫＺ１０００

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

283 金澤　修二 群馬 ４ｓｐｅｅｄ ＸＬＨ８８３改

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

362 山田　外史 新潟 ＶＴＲ１０００Ｆ

363 穂積　浩一郎 福島 BTSC ハーレー


	プログラム表紙①
	タイムスケジュール
	参加者ﾘｽﾄ

