
: MotoPicnic Road Course Festiva! 2005。 10。 10(1槻|)IIョt組与:穐表

■筑波サーキットコース2000(2,070m)
■ 参 加 台 数 99台 耐 久・・MP4“ s011台 、SR2stX3台 、オーノ‐ 30S45台

■コースコンディション ドライ、

■主 催 有熙書社りb町スコー古b― bョb
■共 催  ホンダセンター都
■協 力 筑波サーキット

MPF&NTRは YG選 手権を応援しています チャウチャウ
FALCONS☆ チャウ☆セクレ チャウチャウ

モトレーシング 本山 知己

ソーユーテックとUネット 谷川 壮洋

川崎爆走最狂麗心愚虎魂龍勢Q―D リブラ★プロ

黒坂ホンダレーシング静岡
MPFモ トクエNPF心 菜とMK リブラ★プロ

クロスロード☆モトピク10/1o係 チャウチャウ
Sク レ・MPFoNPF。 4ヽ 人YG チャウチャウ 神奈川県

セクシー菊地とダンディー雄一郎 海老名輝悦 リブラ☆プロ

リブラ★プロ
ピーエス・レーシング=PSR リブラ★プロ
T― HOuSE+チ ャウチャウ

Gレ ーシングのGは後藤さんのG 新井有香里 モロダサR

リブラ★プロ
SBR板 智結婚おめでとうガッキー リブラ★プロ 神奈川県

復活
"安

藤ワークス&シ ナG熟 品川晋一郎 リブラ★プロ 神奈川県

ダイナマイト&タカラベさん家 神奈川県

投げ殺り+餅君がんばれ !!

ユントレーディングin営 業部長
TeamZEST&耐 久職人 リブラ★プロ

のりすけおじさん&ヒ ロキです… リブラ★プロ 神奈川県
マーゴリとゆかいな仲間違五つ星 り|1英紀 神奈川県
MKデザイン+根性焼隊長+桃色 リブラ★プロ

レストランノ`一スキッシとKHL リブラ★プロ 神奈川県

風牙VSバ イスピ(ケガ人有り) チャウチャウ
Craz&モ トガレージ丁OMO リブラ★プロ 神奈川県

ユントレーディング+田 島商会 リブラ★プロ
ACNレ ーシングA リブラ☆プロ
モトガレージ☆丁OMO リブラ★プロ 神奈川県
フルパワーレーシング リブラ★プロ

風愛会Rスパルタ塾

ナベオート+松戸FLASH R+バ ンチョRR

倶楽部 若年寄 3年のプランク ! 新井富己雄

イナレーシングチーム、アカイシ リブラ☆プロ
A丁 ☆FⅣ E取 手清水輸店

松戸FLASHミ ドヤン23

SBR新 郎板垣智則心労!? チャウチャウ
チーム アライヘルメつ一 ! 小り!1晃史 リブラ★プロ

おむすび!&デイライト&ASP
SBRイ ベント&オチコボレ組 チャウチャウ

ACNレ ーシング B リブラ★プロ
If ff sensorRT+RSm^ 五十畑義己 チャウチャウ

はっちゃけ☆ノーバン刑事の巻 !

イマジン オーバー30S 向後 朋則 リブラ★プロ

らくてんまんてん

カタナバカ団(ギリギリ)30'S 川口 雄大 神奈川県

リブラ★プロ 神奈川県

リブラ★プロ

ガレージウィズA

うそつき&thevOice リトルウイングⅡ 神奈川県
ベベルクラブ+D― NET

2005もてたいオヤジ計画 XR100モタード
たっくんとMUSASHI リブラ★プロ 神奈川県

川上 敏洋

磯組+ナベオート

レーシングチームモークスカフェ

リブラ★プロ

千葉工大三輸部 &ミヤマックス

ネギシケンマレーシング リブラ★プロ
バナナボーイズR丁 オヤジ

リブラ★プロ
大日方レーシング

モトレーシング&タ ーゲット 川田 賢治

ガレージウィズB 松村 岳彦

トリケラトプスRT リブラ★プロ

松戸FLASH+内 燃研B 古尾谷圭介

小僧レーシング

T・ P・ Cオートマイスター チャウチャウ

リブラ★プロ
カタナバカ団40'S リブラ★プロ
ガレージウイズC XR100モタード ウイズオリジナル

ナベオート+オ ガワ産業+バンチョRR

4Bad SOns&ナ ベ 古川 円1

なんちゃって草レーサー リブラ☆プロ

わんがん555 川口 則秋 チャウチャウ 神奈川県

松戸FLASH+内 燃人妻キラー 間瀬美衣奈 チャウチャウ

モトハンドF125MINI 神奈川県

リブラ★プロ 神奈川

リブラ★プロ

瀬之口裕太 リブラ★プロ 神奈川県

(有)RSC+固着R=原 チヤ男 リブラ★プロ

神奈川県
フリークールとその仲間たち

チーム アライヘルメわん ! Wジャマーズ

東京モータースポーツカレッジ

ヤナイ新築おめでとうレーシング

明日のパイクをつくる会1! エンデュランス

「

゛
情 替 名 計

株式会社アライヘルメツト、RH松 島、ア…ル商店、有眼会社ガレージターゲット
Qma Dedgn、 ジュヘットレザーハウス。有眼会社セクレテールs有限会社チャウチャウ、DGカンパニー

株式会社デイトナ、株式会社プリヂストン、有限会社ラベン.リフラ★プロ (50音順 敬称略)

:三憂髪裂翌プ
22222

◆http:〃 www.plston― kun.com

“

台 クラス別
順位

180分

周回数

有効
周回数

チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 第4ライダー 第5ライダー
90分 へ'ナルテ

車種
周 回 イ合計

/

′

RSア カイシ      1竹 廣 知生

1  7θ


