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■2021 ロードスター・パーティレースⅢ 北日本シリーズ 第4戦
NDシリーズ 【型式】 ND5RC 13台

№ ドライバー フリガナ 車名 エントラント

2 関 豊 セキ　ユタカ CP和光モタスポ部ロードスター イナトミガレージ

6 satoshi サトシ ユニバーサルツインロードスター satoshi

16 上田 純司 ウエダ　ジュンジ 上伸物流 ロードスター 上田 純司

20 沼田 健太郎 ヌマタ　ケンタロウ ケンオートアクロスロードスター 沼田 健太郎

31 和光 博紀 ワコウ　ヒロキ KenMoty'sロードスター 和光 博紀

32 横田 剛 ヨコタ　ツヨシ KYC CSH ロードスター 横田 剛

33 冨田 成俊 トミタ　セイシュン EMSC冨田商事ロードスター 冨田 成俊

34 菊池 仁 キクチ　ヒトシ NDロードスター 菊池 仁

76 廣木 健司 ヒロキ　ケンジ 酒レーシングロードスター飛露喜 廣木 健司

91 沢崎 祐一 サワザキ　ユウイチ DELTAロードスター 沢崎 祐一

93 細井 明宏 ホソイ　アキヒロ HUSHロードスター 細井 明宏

118 野島 俊哉 ノジマ　トシヤ -JiN-ロードスター#118 ｰJiNｰMOTORSPORT

126 川島 修 カワシマ　オサム OKE MS ロードスター 川島 修

NDクラブマン 【型式】 ND5RC 12台

№ ドライバー フリガナ 車名 エントラント

1 野村 充 ノムラ　ミツル IDSレイルガルフロードスター 野村 充

8 須藤 利明 スドウ　トシアキ 酒レーシングロードスター美酒堂 須藤 利明

11 矢島 貴子 ヤジマ　タカコ チーム テラモス ロードスター TEAM TERRAMOS

23 荒川 豊 アラカワ　ユタカ ホーショーロードスター 荒川 豊

25 風間 俊雄 カザマ　トシオ 伊豆移住協会ロードスター 風間 俊雄

28 マツダ　ニャンコネン マツダ　ニャンコネン pttモタスポ部ロードスター イナトミガレージ

37 倉持 彰彦 クラモチ　アキヒコ プロジェクトワン ロードスター 倉持 彰彦

52 古田 孝一 フルタ　コウイチ RSPECステージロードスター 古田 孝一

95 梅原 祐一 ウメハラ　ユウイチ Unistageロードスター 梅原 祐一

123 石田 直樹 イシダ　ナオキ ISHIDA ロードスター 石田 直樹

128 畠山 淳也 ハタケヤマ　ジュンヤ -JiN-ロードスター#128 ｰJiNｰMOTORSPORT

191 小泉 洋史 コイズミ　ヒロシ ロードスター 小泉 洋史

■MINI CHALLENGE JAPAN 2021 SERIES Round.3 第5戦・第6戦 10台

№ クラス ドライバー フリガナ 車名 型式 エントラント

2 JCW 後藤 比東至 ゴトウ　ヒトシ EX-FORM MINI F56JCW CHALLENGE CAR M.A.R.T.

4 CPS 谷岡 力 タニオカ　リキ モレキュール R'SDESIGN MINI DBA-XM20 楽しく走ろう.com

6 CPS Antonio Ito アントニオ　イトウ NEW AGE MINI CPS DBA-XM20 NEW AGE RACING

17 JCW 鈴木 建自 スズキ　ケンジ BRP★MINI F56JCW F56JCW CHALLENGE CAR バースレーシングプロジェクト【BRP】

18 CPS 奥村 浩一 オクムラ　コウイチ BRP★MINI岡山 F56CPS DBA-XM20 バースレーシングプロジェクト【BRP】

19 CPS 吉田 知史 ヨシダ　サトシ BRP★MINIたちばな運輸 F56CPS DBA-XM20 バースレーシングプロジェクト【BRP】

56 CPS 石井 一輝 イシイ　カズキ ダイワグループMINI DBA-XM20 Daiwa　Group

57 JCW 阿部 良太 アベ　リョウタ TeamAbeｍotorsF56JCW F56JCW CHALLENGE CAR 阿部 良太

70 CPS 増田 直人 マスダ　ナオト エルファイネスト F56CPS 制動屋 DBA-XM20 増田 直人

337 CPS 三浦 康司 ミウラ　コウジ D.D.R☆制動屋 MINI DBA-XM20 三浦 康司

■LEGEND CARS RACE シリーズ 2021 Round.5 16台

№ クラス ドライバー フリガナ 車名 エントラント

8 S 田代　良二 タシロ　リョウジ Fistracing GENDAI

15 S 稲垣　知博 イナガキ　チヒロ 岡部自動車 稲垣　知博

27 P 徳藤　一貴 トクフジ　カズタカ サンネットワーク岐阜 梶田 徳藤　一貴

41 G 池本　繁弘 イケモト　シゲヒロ みこころFORD 池本　繁弘

51 S 鵜塚　直人 ウヅカ　ナオト CAN AUTO FORD 鵜塚　直人

52 S 内野　隆幸 ウチノ　タカユキ Fistracing GENDAI

55 P たしろじゅん タシロ　ジュン AUTOFACTORYFORD AUTO FACTORY

56 S 永田　郷 ナガタ　ゴウ Daytona-Magazine AUTO FACTORY

68 S 竹上　裕樹 タケガミ　ユウキ Fistracing GENDAI

75 P 川村　直樹 カワムラ　ナオキ SCALAwithﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ GENDAI

76 G 小田　浩良 オダ　コウリョウ 一龍院FORD AUTO FACTORY

93 P 橘川　知 キツカワ　トモ イノグレスLCT-FORD ScuderiaLCT

94 S 佐藤　択 サトウ　タク イノグレスLCT  FORD  2 ScuderiaLCT

96 G 小林　輝彦 コバヤシ　テルヒコ BSKFORD 小林　輝彦

100 S 阿野　雄紀 アノ　ユウキ REALTRADING GENDAI

840 G 岡村　和義 オカムラ　カズヨシ ヤシオファクトリー☆Ford 岡村　和義

※クラス：P＝プロクラス　　S＝セミプロクラス　　G＝ジェントルマンクラス

■2021 SUGO 120分耐久レース 4台

№ ドライバー フリガナ 車名 型式 エントラント

小原 健一

小俣 洋平

山田 健介 ヤマダ　ケンスケ

神谷 誠 カミヤ　マコト

河村 英夫 カワムラ　ヒデオ

堤 健二郎 ツツミ　ケンジロウ

前原 信裕 マエハラ　ノブヒコ

高野 理加 タカノ　アヤカ

渡邊 達也 ワタナベ　タツヤ

2021 SUGOチャンピオンカップレースシリーズ Rd.5　エントリーリスト【暫定】
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20 ケンオートMoty's ND5 ND5RC 小原 健一



21台

№ クラス ドライバー フリガナ 車名 型式 エントラント

1 B6 佐藤 清貴 サトウ　キヨタカ DXLリンクスランサー CT9A 佐藤 清貴

2 B6 高岩 良行 タカイワ　ヨシユキ DXLメモリーBFMランサー CT9A 高岩 良行

3 B5 森田 正穂 モリタ　マサホ N-One☆ましゅ～RX-7 FD3S 森田 正穂

5 B4 林 幸夫 ハヤシ　ユキオ 映像研びーあーるぜっと DBA-ZC6 林 幸夫

11 B1 髙橋　智紀 タカハシ　トモノリ SSヴィッツレーシング DBA-NCP131 髙橋　智紀

17 B1 佐藤 覚 サトウ　サトル アクロス・シビック EG6 佐藤 覚

32 B6 門馬 勇人 モンマ　ハヤト 廃車復活スカイライン ECR32 門馬 勇人

35 B1 樋口 美和 ヒグチ　ミワ 蒼い弾丸？マーチ AK12 樋口 美和

55 B1 吉崎 久善 ヨシザキ　ヒサヨシ DXLカプチーノ参号機 E-EA11R 吉崎 久善

61 B4 佐藤 靖浩 サトウ　ヤスヒロ しろうと改 BRZ ZC6 佐藤 靖浩

71 B2 千葉 睦宏 チバ　トモヒロ RCBフィット にっかわくらぶ GK5 千葉 睦宏

72 B6 秋本 拓自 アキモト　タクジ Garage4413☆72☆Z CBA-Z33 秋本 拓自

80 B6 湯崎 伸 ユザキ　シン モースポ室BCNR33 BCNR33 湯崎 伸

82 B1 渡邊 敏康 ワタナベ　トシヤス #82Yaris 5BA-MXPA10 渡邊 敏康

91 B1 千葉 保明 チバ　ヤスアキ 黒いミラクルシビック GF-EK9 千葉 保明

98 B1 熊本 壮一郎 クマモト　ソウイチロウ GRシュポルト千葉ヴィッツ NCP131 熊本 壮一郎

111 B4 田中 洋一 タナカ　ヨウイチ wanwan86 ZN6 田中 洋一

123 B2 伊藤 沙織 イトウ　サオリ ノート☆おはぎパワー DBA-E12改 伊藤 沙織

124 B2 西村 真美 ニシムラ　マミ マーティンK13打倒クマ DBA-K13改 西村 真美

313 B2 上原 和音 ウエハラ　カズト PTT NTEC MARCH K13改 上原 和音

393 B2 早坂 幸久 ハヤサカ　ユキヒサ RDMW SPお花摘みマーチ K13改 早坂 幸久

2021 JAF菅生サーキットトライアル選手権 第3戦　エントリーリスト【暫定】


