
VICIC 筑波チャレンジクラブマンレース第 4 戦 出場予定者リスト 

開催日：2021 年 10 月 23 日（土）～24 日（日） ／ 開催地：筑波サーキット 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.3 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 3 戦 ＜第 1 レース＞ 
  

開催日： 2021 年 10 月 24 日（日） 
   

走行時間： 予選 08:20～08:35／決勝 10:45～ （15 周） 
  

参加台数：24 台（ND クラブマン） 
   

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 車両型式 エントラント 

ND クラブマン 

12 古澤 巌 チーム テラモス ロードスター 

ND5RC 

TEAM TERRAMOS 

19 ガク ＭＡ人倶楽部ロードスター ガク 

23 荒川 豊 ホーショーロードスター 荒川 豊 

42 小林 浩暢 ｂｏｏｂｏｏロードスター 小林 浩暢 

46 北田 辰男 マテリアル ロードスター 北田 辰男 

66 関 裕 ＴＡＫＥ＆ＨＡＩＲロードスター 関 裕 

74 井上 雅貴 ＣＯＭＤＲＩＶＥ ロードスター 井上 雅貴 

79 小林 秀樹 ケータツ＆アネモネロードスター 小林 秀樹 

95 梅原 祐一 Ｕｎｉｓｔａｇｅロードスター 梅原 祐一 

98 星野 計 フィールドスター☆ロードスター 星野 計 

100 芹澤 祥宏 Ｓ☆ロードスター 芹澤 祥宏 

101 緒方 克明 ＩＨＪロードスター 緒方 克明 

108 福島 隆文 ＴＣＣとたけけロードスター TC CORSE 

113 高居 慎司 ＴＲＥＳ ロードスター 高居 慎司 

123 石田 直樹 ＩＳＨＩＤＡ ロードスター 石田 直樹 

128 野村 純 －ＪｉＮ－ロードスター＃１２８ ーJiNーMOTORSPORT 

133 辻田 慈 ＺＥＳＴ☆ロードスター 辻田 慈 

138 佐藤 喜洋 －ＪｉＮ－ロードスター＃１３８ ーJiNーMOTORSPORT 

140 小野津 博之 だるすぎるロードスター 小野津 博之 

148 間下 博寿 －ＪｉＮ－ロードスター＃１４８ ーJiNーMOTORSPORT 

155 松原 泰世 ＣＲ５５ロードスター 松原 泰世 

169 國井 宏樹 ｋｕｎｉｓｈｏｕロードスター 國井 宏樹 

181 横田 大樹 クロノスＰｍＧＭロードスター 横田 大樹 

197 小泉 洋史 ロードスター RS ユニバーサル・ツイン 

  



VICIC 筑波チャレンジクラブマンレース第 4 戦 出場予定者リスト 

開催日：2021 年 10 月 23 日（土）～24 日（日） ／ 開催地：筑波サーキット 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.3 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 3 戦 ＜第 2 レース＞ 
  

開催日： 2021 年 10 月 24 日（日） 
   

走行時間： 予選 08:40～08:55／決勝 11:20～ （15 周） 
  

参加台数：18 台（NC シリーズ） 
   

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 車両型式 エントラント 

NC シリーズ 

5 入江 直 広島高潤ＡＸＩＡロードスター 

NCEC 

入江 直 

7 佐久間 行雄 ＴＣＲ０１２ロードスター TC CORSE 

9 長坂 圭一郎 Ｍｏｔｙ’ｓロードスター九号機 長坂 圭一郎 

13 田宮 駿 ＴＣＣタミヤロードスター TC CORSE 

24 藤澤 卓也 ロードスター 藤澤 卓也 

43 平本 磨音 クロノスロードスター 平本 磨音 

44 藤貫 直之 Ｍｏｔｙ’ｓドン☆ロードスター 藤貫 直之 

62 TOSHI 小原笑店レーシングロードスター TOSHI 

64 古田 健二 笑動買い替え１周年ロードスター 古田 健二 

86 井尻 薫 ｅ－Ｊａｎ ロードスター 井尻 薫 

87 村松 佑基 タイヤ館ＥＭＳＣロードスター 村松 佑基 

96 小森 晴夫 金シャチロードスター 小森 晴夫 

104 内海 由多加 おりこう堂ロードスター 内海 由多加 

115 里山 敦郎 注射怖いロードスター２回接種済 里山 敦郎 

129 島崎 徹 ＪＦＭｏｔｙｓＳＡロードスター 島崎 徹 

139 スケガワ チヒロ ガレージ１２３ロードスター スケガワ チヒロ 

163 尾崎 俊介 エリーヴレーシングロードスター 尾崎 俊介 

199 佐多 雄二 ＣＢ３６５ロードスター 佐多 雄二 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.3 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 3 戦 ＜第 3 レース＞ 
  

開催日： 2021 年 10 月 24 日（日） 
   

走行時間： 予選 09:00～09:15／決勝 11:55～ （15 周） 
  

参加台数：25 台（ND シリーズ） 
   

ワンメイクタイヤ： BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004/RE003 
  

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント 

ND シリーズ 

2 南澤 拓実 ＣＰ和光モタスポ部ロードスター 

ND5RC 

イナトミガレージ 

6 satoshi ユニバーサルツインロードスター satoshi 

8 須藤 利明 酒レーシングロードスター美酒堂 須藤 利明 

10 各務 猛 エルム ロードスター 各務 猛 

14 Onodera Sho シグマワークス☆ロードスター Onodera Sho 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 上田 純司 

21 吉田 隆ノ介 ＨＴＲロードスター HTR 

22 荒井 彦幸 ㈲大川製作 ロードスター 荒井 彦幸 

28 石井 達也 ｐｔｔモタスポ部ロードスター 稲富ガレージ 

29 岩田 洋二 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター 岩田 洋二 

33 阿部 圭祐 ＳｈＭＣロードスター 阿部 圭祐 

35 箕輪 卓也 ミノワファクトリーロードスター 箕輪 卓也 

49 石川 祥吾 ＴＣ ＣＯＲＳＥロードスター TC CORSE 

71 登坂 紀 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター 登坂 紀 

72 オカハラタツヤ ルビーストーン☆ロードスター オカハラ タツヤ 

81 瀧口 智弘 ＡＬＥＸ笑って丸丸ロードスター 瀧口 智弘 

91 沢崎 祐一 ＤＥＬＴＡロードスター 沢崎 祐一 

92 アイダサトル プロセスＵＴロードスター アイダサトル 

103 松尾 康博 密林雲ロードスター 松尾 康博 

118 野島 俊哉 －ＪｉＮ－ロードスター＃１１８ ーJiNーMOTORSPORT 

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

132 新井 博史 メデアＡＲＡＳＨＯロードスター 新井 博史 

159 イシカワ ＴＣコルセｍｔｗｔロードスター TC CORSE 

175 中村 公一 モクモクロードスター 中村 公一 

191 菅原 達也 タケトモＴＣＲロードスター TC CORSE 
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開催日：2021 年 10 月 23 日（土）～24 日（日） ／ 開催地：筑波サーキット 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.4 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 4 戦 ＜第 1 レース＞ 
  

開催日： 2021 年 10 月 24 日（日） 
   

走行時間： 予選 08:20～08:35／決勝 14:25～ （15 周） 
  

参加台数：25 台（ND クラブマン） 
   

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 車両型式 エントラント 

ND クラブマン 

1 鎌野 宇宙 ＩＤＳレイルガルフロードスター 

ND5RC 

鎌野 宇宙 

12 古澤 巖 チーム テラモス ロードスター TEAM TERRAMOS 

23 荒川 豊 ホーショーロードスター 荒川 豊 

25 風間 俊雄 伊豆移住協会ロードスター 風間 俊雄 

42 小林 浩暢 ｂｏｏｂｏｏロードスター 小林 浩暢 

46 北田  辰男 マテリアル ロードスター 北田 辰男 

66 関 裕 ＴＡＫＥ＆ＨＡＩＲロードスター 関 裕 

74 井上 雅貴 ＣＯＭＤＲＩＶＥ ロードスター 井上 雅貴 

95 梅原 祐一 Ｕｎｉｓｔａｇｅロードスター 梅原 祐一 

98 星野 計 フィールドスター☆ロードスター 星野 計 

100 芹澤 祥宏 Ｓ☆ロードスター 芹澤 祥宏 

101 緒方 克明 ＩＨＪロードスター 緒方 克明 

108 福島 隆文 ＴＣＣとたけけロードスター TC CORSE 

113 高居 慎司 ＴＲＥＳ ロードスター 高居 慎司 

123 石田 直樹 ＩＳＨＩＤＡ ロードスター 石田 直樹 

128 野村 純 －ＪｉＮ－ロードスター＃１２８ ーJiNーMOTORSPORT 

133 辻田 慈 ＺＥＳＴ☆ロードスター 辻田慈 

138 佐藤 喜洋 －ＪｉＮ－ロードスター＃１３８ ーJiNーMOTORSPORT 

140 小野津 博之 だるすぎるロードスター 小野津 博之 

148 間下 博寿 －ＪｉＮ－ロードスター＃１４８ ーJiNーMOTORSPORT 

155 松原 泰世 ＣＲ５５ロードスター 松原 泰世 

169 國井 宏樹 ｋｕｎｉｓｈｏｕ ロードスター 國井 宏樹 

178 齋木 一也 プロアイズＮＮＢＳロードスター 齋木 一也 

181 横田 大樹 クロノスＰｍＧＭロードスター 横田 大樹 

197 小泉 洋史 ロードスター RS ユニバーサル・ツイン 

  



VICIC 筑波チャレンジクラブマンレース第 4 戦 出場予定者リスト 

開催日：2021 年 10 月 23 日（土）～24 日（日） ／ 開催地：筑波サーキット 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.4 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 4 戦 ＜第 2 レース＞ 
  

開催日： 2021 年 10 月 24 日（日） 
   

走行時間： 予選 08:40～08:55／決勝 15:05～ （15 周） 
  

参加台数：16 台（NC シリーズ） 
   

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 車両型式 エントラント 

NC シリーズ 

5 入江 直 広島高潤ＡＸＩＡロードスター 

NCEC 

入江 直 

7 佐久間 行雄 ＴＣＲ０１２ロードスター TC CORSE 

9 長坂 圭一郎 Ｍｏｔｙ’ｓロードスター九号機 長坂 圭一郎 

13 田宮 駿 ＴＣＣタミヤロードスター TC CORSE 

24 藤澤 卓也 ロードスター 藤澤 卓也 

43 平本 磨音 クロノスロードスター 平本 磨音 

44 藤貫 直之 Ｍｏｔｙ’ｓドン☆ロードスター 藤貫 直之 

62 TOSHI 小原笑店レーシングロードスター TOSHI 

64 古田 健二 笑動買い替え１周年ロードスター 古田 健二 

86 井尻 薫 ｅ－Ｊａｎ ロードスター 井尻 薫 

87 村松 佑基 タイヤ館ＥＭＳＣロードスター 村松 佑基 

104 内海 由多加 おりこう堂ロードスター 内海 由多加 

115 里山 敦郎 注射怖いロードスター２回接種済 里山 敦郎 

129 島崎 徹 ＪＦＭｏｔｙｓＳＡロードスター 島崎 徹 

139 スケガワ チヒロ ガレージ１２３ロードスター スケガワ チヒロ 

163 尾崎 俊介 エリーヴレーシングロードスター 尾崎 俊介 
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開催日：2021 年 10 月 23 日（土）～24 日（日） ／ 開催地：筑波サーキット 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.4 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 4 戦 ＜第 3 レース＞ 
  

開催日： 2021 年 10 月 24 日（日） 
   

走行時間： 予選 09:00～09:15／決勝 15:40～ （15 周） 
  

参加台数：25 台（ND シリーズ） 
   

ワンメイクタイヤ： BRIDGESTONE POTENZA Adrenalin RE004/RE003 
  

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント 

ND シリーズ 

2 南澤 拓実 ＣＰ和光モタスポ部ロードスター 

ND5RC 

イナトミガレージ 

6 satoshi ユニバーサルツインロードスター satoshi 

8 須藤 利明 酒レーシングロードスター美酒堂 須藤 利明 

10 各務 猛 エルム ロードスター 各務 猛 

14 Onodera Sho シグマワークス☆ロードスター Onodera Sho 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 上田 純司 

21 吉田 隆ノ介 ＨＴＲロードスター HTR 

22 荒井 彦幸 ＡＫＧＳ ロードスター 荒井 彦幸 

28 石井 達也 ｐｔｔモタスポ部ロードスター イナトミガレージ 

29 岩田 洋二 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター 岩田 洋二 

35 箕輪 卓也 ミノワファクトリーロードスター 箕輪 卓也 

49 石川 祥吾 ＴＣ ＣＯＲＳＥロードスター TC CORSE 

71 登坂 紀 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター 登坂 紀 

72 オカハラタツヤ ルビーストーン☆ロードスター オカハラ タツヤ 

81 瀧口 智弘 ＡＬＥＸ笑って丸丸ロードスター 瀧口 智弘 

91 沢崎 祐一 ＤＥＬＴＡロードスター 沢崎 祐一 

92 アイダ サトル プロセスＵＴロードスター アイダ サトル 

93 細井 明宏 ＨＵＳＨロードスター 細井 明宏 

103 松尾 康博 密林雲ロードスター 松尾 康博 

118 野島 俊哉 －ＪｉＮ－ロードスター＃１１８ ーJiNーMOTORSPORT 

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

132 新井 博史 メデアＡＲＡＳＨＯロードスター 新井 博史 

159 イシカワ ＴＣコルセｍｔｗｔロードスター TC CORSE 

175 中村 公一 モクモクロードスター 中村 公一 

191 菅原 達也 タケトモＴＣＲロードスター TC CORSE 

 


