
2021 SUGO チャンピオンカップレース特別戦 出場予定者リスト 

開催日：2021 年 4 月 10 日（土）～11 日（日） ／ 開催地：スポーツランド SUGO 
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ROADSTER Party Race Ⅲ North Japan Series Round.1 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 北日本シリーズ 第 1 戦 
  

開催日： 2021 年 4 月 10 日（土） 
   

走行時間： 予選 10:30～10:50／決勝 13:30～ （8 周） ※暫定 
  

参加台数： 21 台（ND シリーズ：15 台、ND クラブマン：6 台） 
  

ワンメイクタイヤ：BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004 
  

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 エントラント 車両型式 

ND シリーズ 

2 関 豊 ＣＰ和光モタスポ部ロードスター イナトミガレージ 

ND5RC 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 上田 純司 

31 和光 博紀 ＫＥＮｍｏｔｙ＇ｓロードスター 和光 博紀 

32 横田 剛 ＫＹＣ ＣＳＨ ロードスター 横田 剛 

34 菊池 仁 ＮＤロードスター 菊池 仁 

52 古田 孝一 ＲＳＰＥＣステージロードスター 古田 孝一 

54 岩本 忠将 タシマックロードスター 岩本 忠将 

71 登坂 紀 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター 登坂 紀 

76 廣木 健司 酒レーシングロードスター飛露喜 廣木 健司 

91 沢崎 祐一 ＤＥＬＴＡロードスター 沢崎 祐一 

93 細井 明宏 ＨＵＳＨロードスター 細井 明宏 

118 野島 俊哉 ―ＪｉＮ―ロードスター♯１１８ 野島 俊哉 

122 石川 純二 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター PLUM SUWAHIME GARAGE-I RACING 

126 川島 修 ＯＫＥ ＭＳ ロードスター 川島 修 

197 satoshi ユニバーサルツインロードスター satoshi 

ND クラブマン 

8 須藤 利明 酒レーシングロードスター美酒堂 須藤 利明 

11 矢島 貴子 チーム テラモス ロードスター TEAM TERRAMOS 

28 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 

51 乃美 浩一 ヒロさん達に感謝のロードスター 乃美 浩一 

66 関 裕 ＨＡＩＲ－ＴＡＫＥロードスター 関 裕 

89 梅原 祐一 Ｕｎｉｓｔａｇｅ ロードスター 梅原 祐一 
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ROADSTER Party Race Ⅲ North Japan Series Round.2 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 北日本シリーズ 第 2 戦 
  

開催日： 2021 年 4 月 11 日（日） 
   

走行時間： 予選 8:50～10:10／決勝 11:50～ （8 周） ※暫定 
  

参加台数： 19 台（ND シリーズ：12 台、ND クラブマン：7 台） 
  

ワンメイクタイヤ：BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004 
  

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 エントラント 車両型式 

ND シリーズ 

2 関 豊 ＣＰ和光モタスポ部ロードスター イナトミガレージ 

ND5RC 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 上田 純司 

31 和光 博紀 ＫＥＮｍｏｔｙ＇ｓロードスター 和光 博紀 

32 横田 剛 ＫＹＣ ＣＳＨ ロードスター 横田 剛 

34 菊池 仁 ＮＤロードスター 菊池 仁 

76 廣木 健司 酒レーシングロードスター飛露喜 廣木 健司 

91 沢崎 祐一 ＤＥＬＴＡロードスター 沢崎 祐一 

93 細井 明宏 ＨＵＳＨロードスター 細井 明宏 

118 野島 俊哉 ―ＪｉＮ―ロードスター♯１１８ 野島 俊哉 

122 石川 純二 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター PLUM SUWAHIME GARAGE-I RACING 

126 川島 修 ＯＫＥ ＭＳ ロードスター 川島 修 

197 satoshi ユニバーサルツインロードスター satoshi 

ND クラブマン 

8 須藤 利明 酒レーシングロードスター美酒堂 須藤 利明 

11 矢島 貴子 チーム テラモス ロードスター TEAM TERRAMOS 

23 荒川 豊 ロードスター 荒川 豊 

28 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 

66 関 裕 ＨＡＩＲ－ＴＡＫＥロードスター 関 裕 

89 梅原 祐一 Ｕｎｉｓｔａｇｅロードスター 梅原 祐一 

193 ガク ＭＡ人倶楽部ＫＭＲロードスター ガク 

  




