
筑波サーキット・カーフェスティバル 2021（筑フェス） 出場予定者リスト 

開催日：2021 年 5 月 5 日（水/祝） ／ 開催地：筑波サーキット 
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JAF TSUKUBA Super FJ Championship Series Round 2 
 

JAF 筑波スーパーFJ 選手権シリーズ 第 2 戦 
  

走行時間 予選 8：45～09：05／決勝 13：05～（18 周） 
 

参加台数：14 台 
    

      
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント マスターズ 

3 秋山 健也 スーパーウインズＫＫＳ・ＥＤ KKS スーパーウインズレーシングチーム ● 

5 松田 大樹 K-TACK  RaiseUP 07J 松田 大樹   

7 本田 千啓 オートルック☆モダン☆１０V RD10V 本田 千啓   

11 Rocky オートルック Rocky 10V 佐藤 晋一   

12 塚本 成人 NRS エンドレス KK-S KKS 塚本 成人 ● 

15 竹上 裕樹 餃座流星群 FER KKSⅡ KKS-Ⅱ FarEastRacing   

39 金沢 太景 スマイルマックス NRS SⅡ KKS-Ⅱ 金沢 太景 ● 

46 本間 隆史 MATRacing10ＶＥＤ RD10V 本間 隆史 ● 

52 安田 航 F ガレージ＆S ウインズ SⅡ KKS-Ⅱ スーパーウインズレーシングチーム   

66 野島 遼葵 DeepーR・10V・ED 10V ディープレーシング   

71 林 寛樹 真不同ゼンカイレーシング ED KKS-Ⅱ スーパーウインズレーシングチーム ● 

73 下村 剛司 S ウインズ KENS2ED KKS-Ⅱ スーパーウインズレーシングチーム   

82 稲生 幸敏 NRS TWS-ED KKSⅡ KKS-Ⅱ 稲生 幸敏 ● 

91 澤井 良太朗 ELEV レーシングドリーム ED RD10V 澤井 良太朗   

  
※横浜ゴム株式会社製タイヤのワンメイク 
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JAF TSUKUBA CIRCUIT TRIAL Championship Series Round 2 

JAF 筑波サーキットトライアル選手権シリーズ 第 2 戦 

総参加台数：39 台 
   

      
走行 A 組 

   
走行時間 1 本目 8：00～8：15／2 本目 11：45～12：00 

参加台数：16 台(B5～6 クラス混走） 
  

      
◆B6 クラス：11 台 

   
B1～B5 クラス以外の B 車両 

 
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

1 澁澤 栄一 ゼロマックス GDA インプレッサ GDA 澁澤 栄一 BS 

2 高岩 良行 DXL メモリーBFM ランサー CＴ9A 高岩 良行 BS 

3 佐藤 清貴 DXL リンクスランサー CT9A 佐藤 清貴 BS 

4 馬場 元 ALEX インプレッサ GDB 馬場 元 BS 

5 鈴木 達朗 WRALEXSTI GVB 鈴木 達朗 BS 

6 佐藤 周平 ALEX VAB VAB 佐藤 周平 BS 

7 永藤 光雄 ぴかちゅう GRB GRB 永藤 光雄 BS 

8 河原 実 WRXSTI みゆⅡ号 GRB 河原 実 BS 

9 杉山 哲司 ゼロマックス SP VAB VAB 杉山 哲司 BS 

10 小野寺 康文 マジョラＳＰＭモン IMG エボ X CZ4A 小野寺 康文 BS 

11 秋本 拓自 Garage4413★72★Z Z33 秋本 拓自 BS 

      
◆B5 クラス：5 台 

   
B1～B4 クラス以外の気筒容積 3500CC 以下の 2 輪駆動の B 車両 

  
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

12 森田 正穂 N-One☆ましゅ～RX-7 FD3S 森田 正穂 KH 

13 濱田 雄介 silvia S15 S15 濱田 雄介 BS 

14 芳田 悟 TCA S2000 AP1 芳田 悟 BS 

15 菊地 誠一郎 カレナナ RX-7 FD3S 菊地 誠一郎 ＭＩ 

16 富田 勲 いさ吉 RX-7 FD3S 富田 勲 BS 

    
    

※BS：ブリヂストン、CN：コンチネンタル、DL：ダンロップ、KH：クムホ、MI：ミシュラン、YH：横浜ゴム 
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JAF TSUKUBA CIRCUIT TRIAL Championship Series Round 2 

JAF 筑波サーキットトライアル選手権シリーズ 第 2 戦 

総参加台数：39 台 
  

      
走行 B 組 

   
走行時間 1 本目 8：20～8：35／2 本目 12：05～12：20 

参加台数：23 台(B1～4、PN1～2 クラス混走） 

      
◆B4 クラス：6 台 

    
気筒容積 1600cc を超え 2000cc 以下の 2 輪駆動（FR）の B 車両のうち、FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2012 年 1 月 1 日

以降の限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

17 市川 忠康 ポンコツ野郎アローズ DXL86 ZN6 市川 忠康 KH 

18 田中 洋一 wanwan86 ZN6 田中 洋一 BS 

19 林 幸夫 映像研びーあーるぜっと BRZ ZC6 林 幸夫 DL 

20 大森 圭 I'MOKracing BRZ ZC6 大森 圭 DL 

21 中谷 圭一郎 クラス間違えた 86 ZN6 中谷 圭一郎 DL 

22 鈴木 満也 FORUM-1☆T☆86 ZN6 鈴木 満也 YH 

      
◆B3 クラス：2 台 

    
気筒容積 1600cc を超え 2400cc 以下の 2 輪駆動（FF）の B 車両のうち、FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2012 年 1 月 1 日以

降の限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

23 梅野 健太 スイフトスポーツ R/T ZC33S 梅野 健太 BS 

24 松栄 吉彦 アライ MS ワーク YH スイフト ZC33S 松栄 吉彦 YH 

      
◆B2 クラス：5 台 

    
気筒容積 1600cc 以下の B 車両のうち、FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2012 年 1 月 1 日以降の限定販売されていないカタ

ログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

25 石井 均 キン G@DXL スイフト ZC32S 石井 均 BS 

26 菊間 邦明 KIKMAX ラ・アン S スイフト ZC32S 菊間 邦明 BS 

27 内田 和利 ＣＲ-Ｚ＠アサダレーシング ZF1 内田 和利 BS 

28 安本 悠人 ザーレン KMR ロードスター ND5RC 安本 悠人 BS 

29 中澤 伸幸 黒色のデミオ DJLFS 中澤 伸幸 BS 
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◆B1 クラス：8 台 
    

気筒容積 1600cc 以下の B 車両のうち、限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

30 吉﨑 久善 DXL カプチーノ参号機 EA11R 吉﨑 久善 KH 

31 柴田 尚 ロイヤル アクレ アヤサマーチ K11 改 柴田 尚 BS 

32 太田 高之 DXL NOTE NISMO E12 改 太田 高之 BS 

33 福島 達也 ケンケン E12 改 E12 改 福島 達也 BS 

34 熊本 壮一郎 GR シュポルト千葉ヴィッツ NCP131 熊本 壮一郎 BS 

35 斉木 雅昭 エンドレス SPM ロードスター NA6CE 斉木 雅昭 BS 

36 良川 幸司 ヨッシーコルト Z23A 良川 幸司 BS 

37 西村 一男 サンテックノートニスモ NTEC E12 西村 一男 BS 

      
◆PN1 クラス：1 台 

    
気筒容積 1500cc 以下の 2 輪駆動の PN 車両のうち、FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2012 年 1 月 1 日以降の限定販売さ

れていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

38 永野 聡 研究学園 MAZDA2115MB DJLFS 永野 聡 BS 

      
◆PN2 クラス：1 台 

    
気筒容積 15000 を超え 2000cc 以下の 2 輪駆動の PN 車両のうち、FIA/JAF 公認発行年または JAF 登録年が 2012 年 1 月 1 日以降の

限定販売されていないカタログモデルの車両 

ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント タイヤ 

39 海野 雅之 ノーマル遅プジョー207SW A7W5F01 海野 雅之 CN 

      
※BS：ブリヂストン、CN：コンチネンタル、DL：ダンロップ、KH：クムホ、MI：ミシュラン、YH：横浜ゴム 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.1 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 1 戦 
  

総参加台数：71 台 
   

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

     
第 1 レース 走行時間 予選 9:15～9:30／決勝 14:50～ （15 周） 

  
参加台数：29 台（ND シリーズクラス） 

   
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント 

1 丹羽 英司 ＩＤＳレイルガルフロードスター 

ND5RC 

丹羽 英司 

2 南澤 拓実 ｐｔｔモタスポ部ロードスター 南澤 拓実 

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 酒処かっぱ ロードスター 荒井 彦幸 

27 田中 祐也 ＴＣＣ ＤＲ ロードスター TC CORSE 

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 

36 上入佐 慶太 Ｍｏｔｙ＇ｓ ＲＯＡＤＳＴＥＲ 上入佐 慶太 

49 石川 祥吾 ＴＣ ＣＯＲＳＥロードスター TC CORSE 

53 SOSUKE SEKIGUCHI 五反田珍走団ロードスター SOSUKE SEKIGUCHI 

71 登坂 紀 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター 登坂 紀 

80 Jco IINUMA Ｊｃｏロードスター＠ＬＤ Jco IINUMA 

81 瀧口 智弘 笑っていいＴＯＭＯ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 

105 相馬 勉 ｓｏｍａ＿ＭＸ－５ロードスター 相馬 勉 

118 野島 俊哉 ーJiNーロードスター♯１１８ ーJiNーMOTORSPORT 

119 ヤナイ ケンタ ＲＯＡＤＳＴＥＲ広島高潤 ヤナイ ケンタ 

126 川島 修 ＯＫＥ ＭＳ ロードスター 川島 修 

132 新井 博史 ＡＲＡＳＨＯ ロードスター 新井 博史 

133 辻田 佳典 ＺＥＳＴ☆ロードスター 辻田 佳典 

159 イシカワ ＴＣコルセｍｔｗｔロードスター イシカワ 

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 

198 山口 聡 ユニバーサルツインロードスター RS ユニバーサル・ツイン 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.1 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 1 戦 
  

総参加台数：71 台 
   

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

     
第 2 レース 走行時間 予選 9:35～9:50／決勝 15:25～ （15 周） 

  
参加台数：21 台（NC シリーズクラス） 

   
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント 

3 三谷 貴一郎 松鵠会ＲＯＡＤＳＴＥＲ 

NCEC 

三谷 貴一郎 

5 入江 直 広島高潤ＡＸＩＡロードスター 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☆２Ｄロードスター 長坂 圭一郎 

24 藤澤 卓也 ロードスター 藤澤 卓也 

39 仲川 昌宏 赤でもザク号ロードスター 仲川 昌宏 

43 平本 磨音 マーボーロードスター 平本 磨音 

44 藤貫 直之 Ｍｏｔｙ’ｓドン☆ロードスター 藤貫 直之 

47 岩崎 魁 ケイズＤＲロードスター 岩崎 魁 

62 TOSHI 小原笑店レーシングロードスター TOSHI 

64 古田 健二 ＮＣロードスター 古田 健二 

69 相澤 康介 ＫＡＭＳＰ ＴＣＲロードスター TC CORSE 

86 井尻 薫 ｅ－Ｊａｎ ロードスター 井尻 薫 

87 村松 佑基 タイヤ館焼津ロードスター 村松 佑基 

96 小森 晴夫 金シャチロードスター 小森 晴夫 

98 星野 計 フィールドスター☆ロードスター 星野 計 

104 内海 由多加 おりこう堂ロードスター 内海 由多加 

139 スケガワ チヒロ ＧＡＲＡＧＥ１２３ロードスター スケガワ チヒロ 

163 尾崎 俊介 ＥＬＥＶレーシングロードスター RS ユニバーサル・ツイン 

195 中島 優太 ＴＣ ＣＯＲＳＥ ロードスター TC CORSE 

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.1 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 1 戦 
  

総参加台数：71 台 
   

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

     
第 3 レース 走行時間 予選 9:55～10:10／決勝 16:00～ （15 周） 

  
参加台数：21 台（ND クラブマンクラス） 

  
ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント 

8 須藤 利明 酒レーシングロードスター美酒堂 

ND5RC 

須藤 利明 

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

18 坂井 孝郎 浅野自動車ロードスター 浅野レーシングサービス 

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 

85 市川 潤 ＮＤ５ ＲＯＡＤＳＴＥＲ 市川 潤 

95 梅原 祐一 Ｕｎｉｓｔａｇｅロードスター 梅原 祐一 

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 

127 河合 巧視 ＣＢ３６５ロードスター 河合 巧視 

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

138 間下 博寿 ーJiNーロードスター＃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 

155 松原 泰世 ＣＲ５５ロードスター 松原 泰世 

181 横田 大樹 ＰｍＧＭロードスター 横田 大樹 

190 後藤 康之 ブルーガレージ☆ロードスター 後藤 康之 

 


