
2022 SUGO チャンピオンカップレース特別戦 MAZDA FAN CIRCUIT PARTY 2022 in SUGO 出場予定者リスト 

開催日：2022 年 4 月 9 日（土）～10 日（日） ／ 開催地：スポーツランド SUGO 

 

1 

ROADSTER Party Race Ⅲ Japan Tour Series Round.1 & North Japan Series Round.1 
  

ロードスター・パーティレースⅢ ジャパンツアーシリーズ 第 1 戦 & 北日本シリーズ 第 1 戦 
  

開催日： 2022 年 4 月 10 日（日） 
   

走行時間： 予選 8:50～9:10／決勝 12:20～ （ローリングスタート：9 周） 
  

参加台数： 32 台（ND シリーズ：26 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 都道府県 

ND シリーズ 

1 菊池 崚斗 ＩＤＳレイルガルフロードスター NIWA RACING 

ND5RC 

東京都 

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 神奈川県 

6 SATOSHI ユニバーサルツインロードスター SATOSHI 茨城県 

10 各務 猛 エルム ロードスター 各務 猛 埼玉県 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 上田 純司 東京都 

19 ガク ＭＡ人倶楽部ロードスター ガク 愛知県 

27 田中 祐也 ＴＣＣ ＤＲ ロードスター TC CORSE 神奈川県 

31 和光 博紀 ＫＥＮｍｏｔｙ＇ｓロードスター 和光 博紀 福島県 

32 横田 剛 ＫＹＣ． ロードスター 横田 剛 新潟県 

33 冨田 成俊 ＥＭＳＣ冨田商事ロードスター 冨田 成俊 東京都 

34 菊池 仁 ＭＶサポート煉獄ロードスター 菊池 仁 岩手県 

35 箕輪 卓也 ミノワファクトリーロードスター 箕輪 卓也 茨城県 

47 岩崎 魁 ケイズＤＲロードスター 岩崎 魁 宮城県 

57 吉田 保裕 よしだロードスター 吉田 保裕 福井県 

63 吉田 恭将 ＨＴＲロードスター HTR 神奈川県 

69 相澤 康介 ＫＡＭＳＰ ＴＣＲロードスター TC CORSE 神奈川県 

71 登坂 紀 Ｍｏｔｙ’ｓＪＦ☆ロードスター 登坂 紀 神奈川県 

76 廣木 健司 酒レーシングロードスター飛露喜 廣木 健司 福島県 

80 オカハラタツヤ オカタツ☆ロードスター オカハラ タツヤ 千葉県 

88 本多 永一 ＬＥＧ Ｅｄｓ ロードスター 本多 永一 広島県 

91 沢崎 祐一 ＤＥＬＴＡロードスター 沢崎 祐一 東京都 

103 松尾 康博 密林雲ロードスター 松尾 康博 埼玉県 

112 本山 賢一郎 九州美包ロードスター☆メッカ 本山 賢一郎 福岡県 

116 梅田 剛 東京美容クリニックロードスター Ume Racing 東京都 

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

171 野村 充 ＬＡＩＬＥＲＳＭロードスター 野村 充 神奈川県 

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 茨城県 

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

23 荒川 豊 ホーショーロードスター 荒川 豊 東京都 

52 古田 孝一 ＲＳＰＥＣステージロードスター 古田 孝一 新潟県 

73 鈴木 篤 ＳＲアセットロードスター 鈴木 篤 東京都 

173 三島 勤也 エスアールアセットロードスター 三島 勤也 東京都 

  




