
ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ第 2 戦 出場予定者リスト 

開催日：2022 年 5 月 22 日（日） ／ 開催地：筑波サーキット 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.2 
   

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 第 2 戦 ＜第 1 レース＞ 
   

開催日：2022 年 5 月 22 日（日） 
    

走行時間 予選 8:20～8:35／決勝 12:00～ （スタンディングスタート：15 周）  
   

参加台数：16 台（ND クラブマン） 
    

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

      
ゼッケン ドライバー 車名 都道府県 車両型式 エントラント 

12 古澤 巖 チーム テラモス ロードスター 東京都 

ND5RC 

TEAM TERRAMOS 

23 荒川 豊 ホーショーロードスター 東京都 荒川 豊 

28 大高 一乃 ｐｔｔモタスポ部ロードスター 埼玉県 イナトミガレージ 

39 仲川 昌宏 岡本梨園ザク号ロードスター 栃木県 仲川 昌宏 

42 小林 浩暢 ＢｏｏＢｏｏロードスター 千葉県 小林 浩暢 

65 長谷川 敏一 ＮｅｊｉＤａｓ ロードスター 東京都 長谷川 敏一 

66 関 裕 ＴＡＫＥ＆ＨＡＩ ロードスター 東京都 関 裕 

113 高居 慎司 ＴＲＥＳ ロードスター 東京都 高居 慎司 

128 野村 純 －ＪｉＮ－ロードスター＃１２８ 茨城県 竹内 直樹 

135 ザバツキ ルーカスパベル ＭＡＬＵＳＡＫＡロードスター 茨城県 ザバツキ ルーカスパベル 

138 佐藤 喜洋 －ＪｉＮ－ロードスター＃１３８ 東京都 竹内 直樹 

140 小野津 博之 だるっ  ロードスター 栃木県 小野津 博之 

148 間下 博寿 －ＪｉＮ－ロードスター＃１４８ 茨城県 竹内 直樹 

169 國井 宏樹 ｋｕｎｉｓｈｏｕ ロードスター 埼玉県 國井 宏樹 

181 横田 大樹 クロノスＰｍＧＭロードスター 東京都 横田 大樹 

198 山口 聡 ユニバーサルツインロードスター 東京都 RS ユニバーサル・ツイン 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.2 
   

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

開催日：2022 年 5 月 22 日（日） 
   

走行時間 予選 9:05～9:20／決勝 13:10～ （スタンディングスタート：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 
   

      
ゼッケン ドライバー 車名 都道府県 車両型式 エントラント 

5 入江 直 広島高潤ＡＸＩＡロードスター 神奈川県 

NCEC 

入江 直 

7 佐久間 行雄 ＴＣＲ０１２ロードスター 東京都 TC CORSE 

9 ケイイチロウ Ｍｏｔｙ’ｓロードスター九号機 東京都 ケイイチロウ 

13 田宮 駿 ＴＣＣターマックロードスター 栃木県 田宮 駿 

15 亀山 晃代 ＴＣＣ奥多摩Ｒ＆Ｔロードスター 東京都 TC CORSE 

24 藤澤 卓也 ロードスター 神奈川県 藤澤 卓也 

44 藤貫 直之 ハミルＤＯＮ☆ロードスター 神奈川県 藤貫 直之 

48 鎌野 宇宙 鎌野塾ロードスター 千葉県 鎌野 宇宙 

62 松浦 俊一 小原笑店レーシングロードスター 宮城県 松浦 俊一 

86 井尻 薫 ｅ－Ｊａｎ ロードスター 千葉県 井尻 薫 

104 内海 由多加 おりこう堂ロードスター 東京都 内海 由多加 

130 新田 孝太郎 ガレージ１２３ロードスター 埼玉県 新田 孝太郎 

156 西澤 嗣哲 テックＭＳロードスターＣＥ 長野県 西澤 嗣哲 

163 宮井 理充 ＥＬＥＶレーシングロードスター 東京都 宮井 理充 

168 森本 進一 ＰＲコンサル相談可ロードスター 東京都 森本 進一 

195 中島 優太 ＴＣＲ ロードスター 神奈川県 TC CORSE 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Round.2 
   

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

開催日：2022 年 5 月 22 日（日） 
   

走行時間 予選 9:25～9:40／決勝 13:45～ （スタンディングスタート：15 周）  
 

参加台数：21 台（ND シリーズ） 
   

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

      
ゼッケン ドライバー 車名 都道府県 車両型式 エントラント 

1 ＳＨＵＮ ＩＤＳレイルガルフロードスター 東京都 

ND5RC 

NIWA RACING 

10 各務 猛 エルム ロードスター 埼玉県 各務 猛 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 東京都 上田 純司 

25 助川 ちひろ ガレージ１２３ロードスター 埼玉県 助川 ちひろ 

27 田中 祐也 ＴＣＣ ＤＲ ロードスター 神奈川県 TC CORSE 

29 岩田 洋二 Ｍｏｔｙ’ｓＪＦ☆ロードスター 千葉県 岩田 洋二 

35 箕輪 卓也 ミノワファクトリーロードスター 茨城県 箕輪 卓也 

36 上入佐 慶太 Ｍｏｔｙ＇ｓ ＲＯＡＤＳＴＥＲ 千葉県 上入佐 慶太 

69 橋本 悠亮 Ｋ．Ａ．ＭＳＰロードスター 栃木県 相澤 康介 

71 登坂 紀 Ｍｏｔｙ’ｓＪＦ☆ロードスター 神奈川県 登坂 紀 

81 瀧口 智弘 ＡＬＥＸ笑ってＦＷロードスター 東京都 瀧口 智弘 

82 MU-CHAN 広尾のカレー ロードスター 東京都 武藤 実 

91 沢崎 祐一 ＤＥＬＴＡロードスター 東京都 沢崎 祐一 

98 星野 丈 ＭＡＲＴ＆ＦＳＲ☆ロードスター 東京都 星野 丈 

103 松尾 康博 密林雲ロードスター 埼玉県 松尾 康博 

105 菅原 達也 ＳＰＫ・ＴＣＲロードスター 埼玉県 TC CORSE 

121 氣仙 直寛 ＲＰＮロードスター 埼玉県 気仙 直寛 

133 辻田 慈 ＺＥＳＴ☆ロードスター 茨城県 辻田 慈 

159 イシカワ ＴＣＣｍｔロードスター 東京都 TC CORSE 

193 田中 健太 マ人倶楽部ＫＭＲロードスター 愛知県 田中 健太 

197 荒川 昂平 ＥＬＥＶレーシングロードスター 神奈川県 荒川 昂平 

 


