
MAZDA FAN FESTA 2022 IN OKAYAMA 出場予定者リスト 

開催日：2022 年 11 月 5 日（土）～6 日（日） ／ 開催地：岡山国際サーキット 

 

1 

ROADSTER Party Race Ⅲ Japan Tour Series Round.5 & West Japan Series Round.4 
  

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 5 戦 & 西日本シリーズ 第 4 戦 
  

開催日： 2022 年 11 月 5 日（土） 
    

走行時間： 予選 8:30～8:45／決勝 15:00～ （ローリングスタート：8 周） 
   

参加台数： 36 台（ND シリーズ：23 台、ND クラブマン：13 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 

00 梅津 大輔 ロードスターＤＳＣ－ＴＲＡＣＫ 梅津 大輔 

ND5RC 

広島県 

1 菊池 崚斗 ＩＤＳレイルガルフロードスター NIWA RACING 東京都 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 上田 純司 東京都 

26 織田 祥平 ＭｍマトゥーリＮＣロードスター 織田 祥平 東京都 

33 惠木 勇哉 プロフィＬＯＶＣＡロードスター 惠木 勇哉 愛知県 

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 

45 黒原 崇正 ＨＳＲ建具屋ｄａｔロードスター 黒原 崇正 岡山県 

56 小林 太一 ｙｏｕサービス設備ロードスター 小林 太一 大阪府 

58 桂 涼 サンデボーテＧ山根ロードスター 桂 涼 愛知県 

67 鎌田 昌弘 Ｔｅａｍ６３４ロードスター 鎌田 昌弘 大阪府 

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

84 吉田 和成 ＮＤロードスター 吉田 和成 大阪府 

88 本多 永一 ＬＥＧ Ｅｄｓ ロードスター 本多 永一 広島県 

89 鈴木 大智 ＯＫわーくすＭ・Ｙロードスター NIWA RACING 神奈川県 

97 原山 怜 ＲＷＲ ＃５ ロードスター 原山 怜 広島県 

99 藤井 善豪 Ｍｍロードスター 藤井 善豪 京都府 

106 中川 徹 ＨＳＲ レッドロードスター 中川 徹 兵庫県 

110 末金 孝夫 Ｋ－ＭＡＸ電材一番ロードスター 末金 孝夫 岡山県 

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 

122 石川 純二 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター 石川 純二 東京都 

124 松田 友明 Ｎｅｘｔロードスター 松田 友明 大阪府 

170 桑野 祐希 スピリットｅｏｆロードスター 桑野 祐希 広島県 

193 田中 健太 マ人倶楽部ＫＭＲロードスター 田中 健太 愛知県 

ND クラブマン 

38 中村 進 Ｓｈｏｏｔｉｎｇ ロードスター 中村 進 静岡県 

59 村上 元気 ガレージ山根ロードスター 村上 元気 岡山県 

60 黒田 行治 ｋｕｒｏ稲Ｒ＿ＧＹロードスター 黒田 行治 岡山県 

68 山中 恭輔 ＣＰ５５パワース ロードスター 山中恭輔 高知県 

75 水野 智文 ＴＣＨＫロードスター 水野 智文 香川県 

90 久間 裕太郎 Ｑ太ロードスター 久間 裕太郎 広島県 

115 川口 眞輝 ユニバーサルツインロードスター 川口 眞輝 愛知県 

117 高田 将 ＥＪＤＲ☆ｔｋｄロードスターⅡ 高田 将 大阪府 

125 倉田 優 ガレージ山根 ＮＤロードスター 倉田 優 愛知県 

136 久松 忠輝 まっさん３３０ロードスターＳ２ 久松 忠輝 広島県 

155 松原 泰世 ＣＲ５５ロードスター 松原 泰世 愛知県 

177 森口 晃 ＪＲＣパワースロードスター６号 森口 晃 香川県 

188 江本 和彦 ＪＲＣパワースロードスター３号 江本 和彦 香川県 

  


