
ロードスター・パーティレースⅢ 西日本シリーズ第 1 戦 出場予定者リスト 

開催日：2023 年 4 月 2 日（日） ／ 開催地：岡山国際サーキット 

 

1 

ROADSTER Party Race Ⅲ West Japan Series Round.1 
   

ロードスター・パーティレースⅢ 西日本シリーズ 第 1 戦 
   

開催日： 2023 年 4 月 2 日（日） 
    

走行時間： 予選 9:15～9:30／決勝 13:55～ （8 周） 
   

参加台数： 33 台（ND シリーズ：18 台、ND クラブマン：14 台、賞典外：1 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 車両型式 都道府県 エントラント 

ND シリーズ 

4 渡邊 敏康 Ｔ．ＷＡＴＡＮＡＢロードスター 

ND5RC 

東京都 渡邊 敏康 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 東京都 上田 純司 

19 田中 健太 マ人倶楽部ＫＭＲロードスター 愛知県 田中 健太 

45 黒原 崇正 ＨＳＲ建具屋ｄａｔロードスター 岡山県 黒原 崇正 

50 八木 淳 走環開ＰＦロードスター 広島県 八木 淳 

56 小林 太一 ｙｏｕサービスロードスター 大阪府 小林 太一 

58 桂 涼 サンデボーテＧ山根ロードスター 愛知県 桂 涼 

59 村上 元気 ガレージ山根ロードスター 岡山県 村上 元気 

61 米川 直宏 Ｍｍ絆ロードスター 三重県 米川 直宏 

84 吉田 和成 ＮＤロードスター 大阪府 吉田 和成 

88 本多 永一 ＬＥＧ Ｅｄｓ ロードスター 広島県 本多 永一 

97 原山 怜 ＲＷＲ ＃５ ロードスター 広島県 原山 怜 

99 藤井 善豪 Ｍｍまっつんロードスター 京都府 藤井 善豪 

110 末金 孝夫 ＫＭＡＸやじま電機ロードスター 岡山県 末金 孝夫 

124 松田 友明 Ｍａｔｓｕｄａロードスター 京都府 松田 友明 

125 村上 雄飛 ガレージ山根ロードスター 兵庫県 村上 雄飛 

146 岸 智裕 ＫＲＴＫロードスター 岐阜県 岸 智裕 

187 頭井 与志範 ｍｉｄｎｉｇｈｔ ロードスター 兵庫県 頭井 与志範 

ND クラブマン 

37 眞田 拓海 ＴＳＲ ＮＤロードスター 神奈川県 眞田 拓海 

38 中村 進 Ｓｈｏｏｔｉｎｇロードスター 静岡県 中村 進 

60 黒田 行治 ｋｕｒｏ稲Ｒ＿ＧＹロードスター 岡山県 黒田 行治 

90 久間 裕太郎 Ｑ太ロードスター 広島県 久間 裕太郎 

111 藤井 涼太 来夢ＲＳオキムラロードスター 奈良県 藤井 涼太 

117 高田 将 ＥＪＤＲ☆ｔｋｄロードスターⅡ 大阪府 高田 将 

131 三好 伸長 みぃてっくＲＴＢロードスター 山口県 三好 伸長 

141 植村 真一 Ｍｍロードスター 愛知県 植村 真一 

150 高尾 光俊 レイジー ロードスター 岡山県 高尾 光俊 

177 森口 晃 ＪＲＣパワースロードスター６号 香川県 森口 晃 

188 江本 和彦 ＪＲＣパワースロードスター３号 香川県 江本 和彦 

194 宮澤 恵一 ＧＹ・スズカタロードスター 東京都 山根 正和 

201 山中 恭輔 コクピット５５ＮＤロードスター 高知県 山中 恭輔 

223 大堀 啓之 ７６５ ロードスター 岡山県 大堀 啓之 

賞典外 00 梅津 大輔 ロードスターＤＳＣ-ＴＲＡＣＫ 広島県 梅津 大輔 

 


