
第 32 回メディア対抗ロードスター4 時間耐久レース 出場予定者リスト 

開催日：2022 年 3 月 19 日（土） ／ 開催地：筑波サーキット 
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32nd Media Roadster 4Hours Endurance Race 
    

第 32 回 メディア対抗ロードスター4 時間耐久レース 
    

走行時間 公開練習 8:00～8:30 ／ 予選 10:05～10:25 ／ 決勝 13:30～16:00（ローリングスタート：2 時間 30 分） 

参加台数：19 台（68 名） 
     

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

       
ゼッケン チーム名 車名 ドライバー① ドライバー② ドライバー③ ドライバー④ 

3 チーム ピンクパンサー ピンクパンサー♡ロードスター 竹岡 圭 藤島 知子 いの まり 池田 美穂 

08 ベストカー×おと週・新音羽不夜城 ベストカー＆おと週ロードスター 武井 寛史 三間 雅文 飯干 俊作 梅木 智晴 

12 人馬一体 人馬一体ロードスター 齋藤 茂樹 廣瀬 一郎 梅津 大輔 川田 浩史 

13 ENGINE RACING TEAM ENGINE ROADSTER 村上 政 国沢 光宏 大井 貴之   

25 チーム・カーセンサー カーセンサー・ロードスター 西村 泰宏 大脇 一成 河瀬 達也 神崎 洋平 

27 NEKO RACING TEAM Tipo/Daytona ロードスター 佐藤 考洋 永田 郷 斎藤 慎輔 橋本 洋平 

45 TEAM ahead ahead ROADSTER 神谷 朋公 岡崎 五朗 丸山 浩 加藤 彰彬【助】 

55 SYE 頑固一徹ロードスター SYE 頑固一徹ロードスター 桂 伸一 石井 昌道 齋藤 洋輝   

60 CAR GRAPHIC RACING TEAM CG60 周年ロードスター 加藤 哲也 久保 健 菅沼 聡 別宮 賢治 

64 チーム Car Watch チーム CarWatch ロードスター 小林 隆 岡本 幸一郎 石川 和也 日下部 保雄 

69 gentleman's racer club バイ・ゲーテ GOETHE★ROADSTER 池上 雄太 二本柳 陵介 滝口 雅博 安島 利樹 

74 レブスピード REVSPEED・R 会ロードスター 塚本 剛哲 佐藤 和徳 山田 英二【助】 梅田 剛 

86 ベストモータリング レーシングチーム ホットバージョンロードスター 本田 俊也 仁禮 義裕 小林 学   

88 カービュー カービューロードスター 宇田川 敦史 松尾 充高 岩館 徹   

99 CT＆オートメッセ WEB レーシング CT＆オートメッセ WEB ロードスター 野田 航也 石田 貴臣 中谷 明彦   

100 LOVE CARS!TV! RACING TEAM LOVECARSTV ロードスター 木下 隆之 山本 シンヤ 河口 まなぶ   

500 FM ドライバーズミーティング with NATS ドライバーズミーティングロードスター レーサー鹿島 松田 秀士 菰田 潔   

777 ル・ボランスポーツ ル・ボランスポーツ・ロードスター 下江 優太 島下 泰久 田口 幸宏 山田 弘樹 

813 J-wave Racing J-Wave ポテンザロードスター ピストン西沢 高橋 滋 富澤 勝【助】   

       

 
※【助】は実行委員会より「助っ人ドライバー」と認定されました。 
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B-Sports ROADSTER MASTERS 1st 
   

ビースポーツ ロードスター・マスターズ 第 1 回大会 
   

総参加台数：13 台（M40：1 台/M45：3 台/M50：3 台/M55：1 台/M60：3 台/OPEN：2 台） 
  

走行時間 予選 8:40～8:55／決勝 10:45～ （ローリングスタート：12 周）   

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

       
No. クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 都道府県 

1 M40 81 瀧口 智弘 ＡＬＥＸ笑ってＦＷロードスター 

ND5RC 

東京都 

2 

M45 

122 石川 純二 ＰＬＵＭ諏訪姫ＧＩロードスター 長野県 

3 181 横田 大樹 クロノスＰｍＧＭロードスター 東京都 

4 BS-98 吉田 保裕 よしだロードスター 福井県 

5 

M50 

107 上田 誠 ＭＰＳロードスター 静岡県 

6 BS-100 天野 貴司 ＩＤＳレイルガルフロードスター 神奈川県 

7 BS-99 的場 雅仁 ｇｓｓＲａｃｉｎｇロードスター 千葉県 

8 M55 BS-54 モトヤマ ケンイチロウ 九州美包ロードスター☆メッカ 福岡県 

9 

M60 

12 古澤 巖 チーム テラモス ロードスター 東京都 

10 18 坂井 孝郎 浅野自動車ロードスター 東京都 

11 46 北田 辰男 ＣＴＭサプライロードスター 東京都 

12 
OPEN 

113 高居 慎司 ＴＲＥＳ ロードスター 東京都 

13 193 ガク ＭＡ人倶楽部ロードスター 愛知県 

※ゼッケンの「BS」は走行会用ゼッケンを示します。それ以外はパーティレース指定ゼッケンとなります。 

 

○クラス分け 

40 歳以上の方を対象に以下の 6 つのクラス区分により混走でレースを実施します。 

クラス名称 対象 

M40 レース開催日に 40 歳以上～44 歳以下のドライバーを対象としたクラス。   

M45 レース開催日に 45 歳以上～49 歳以下のドライバーを対象としたクラス。 

M50 レース開催日に 50 歳以上～54 歳以下のドライバーを対象としたクラス。 

M55 レース開催日に 55 歳以上～59 歳以下のドライバーを対象としたクラス。 

M60 レース開催日に 60 歳以上のドライバーを対象としたクラス。 

OPEN 
レース開催日に 40 歳以上で、2019 年～2021 年に国際格式レースや日本選手権レース、ロードスター・パーティレー

スのいずれかのクラスで 6 位以上の入賞経験があるドライバーを対象としたクラス。 

 

○賞典 

レースに完走して順位認定を受けた全員にオリジナルの出場記念トロフィーが授与されます。 

※発生理由を問わず、決勝レース中に審判員から他車との接触の判定を受けた場合には、順位認定されない独自ルールが採用されています。 

※ロードスター・マスターズではシリーズ賞典はありません。 
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ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Joint Test 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 合同テスト 
  

総参加台数：59 台 
   

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

      
走行 A 組 

   
走行時間 1 本目 9:00～9:25／2 本目 11:20～11:45 

  
参加台数：29 台 

   

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント 

NC 

3 三谷 貴一郎 松鵠会ＲＯＡＤＳＴＥＲ 

NCEC 

三谷 貴一郎 

5 入江 直 広島高潤ＡＸＩＡロードスター 入江 直 

13 田宮 駿 仮）タミヤロードスター 田宮 駿 

15 亀山 晃代 ＴＣＣ奥多摩Ｒロードスター 亀山 晃代 

24 藤澤 卓也 ロードスター 藤澤 卓也 

44 藤貫 直之 Ｍｏｔｙ’ｓＤＯＮロードスター 藤貫 直之 

62 松浦 俊一 小原笑店レーシングロードスター 松浦 俊一 

87 村松 佑基 タイヤ館ＥＭＳＣロードスター 村松 佑基 

96 小森 晴夫 金シャチロードスター 小森 晴夫 

104 内海 由多加 おりこう堂ロードスター 内海 由多加 

139 新田 孝太郎 ガレージ１２３ロードスター 新田 孝太郎 

157 加藤 剛 テックＭＳ☆ロードスター 加藤 剛 

163 宮井 理充 ＥＬＥＶレーシングロードスター 宮井 理充 

195 中島 優太 ＴＣＲ ロードスター TC CORSE 

196 田口 諭史 ☆銀色黄色☆ロードスター☆ 田口 諭史 

BS-53 森本 進一 準備中ロードスター 森本 進一 

BS-68 西澤 嗣哲 テックＭＳロードスター 西澤 嗣哲 

ND 

128 野村 純 －ＪｉＮ－ロードスター＃１２８ 

ND5RC 

-JiN-MOTORSPORT 

138 佐藤 喜洋 －ＪｉＮ－ロードスター＃１３８ -JiN-MOTORSPORT 

148 間下 博寿 －ＪｉＮ－ロードスター＃１４８ -JiN-MOTORSPORT 

BS-54 本山 賢一郎 九州美包ロードスター☆メッカ 本山 賢一郎 

BS-65 ザバツキ ルーカスパベル ＭＡＬＵＳＡＫＡロードスター ザバツキ ルーカスパベル 

BS-66 竹内 秀雄 マツダ ロードスター ＮＤ 竹内 秀雄 

BS-67 鈴木 大智 ＯＫわーくすロードスター 鈴木 大智 

BS-69 T.Sakamoto １ｋｗ’ｓＷ ＲＯＡＤＳＴＥＲ T.Sakamoto 

BS-70 橘田 明弘 ロードスター 橘田 明弘 

BS-93 長谷川 敏一 ＮｅｊｉＤａｓ ロードスター 長谷川 敏一 

BS-94 石川 充彦 ＲＯＡＤＳＴＥＲ ７７ 石川 充彦 

BS-98 吉田 保裕 よしだロードスター 吉田 保裕 

  



第 32 回メディア対抗ロードスター4 時間耐久レース 出場予定者リスト 

開催日：2022 年 3 月 19 日（土） ／ 開催地：筑波サーキット 

 

4 

ROADSTER Party Race Ⅲ East Japan Series Joint Test 
  

ロードスター・パーティレースⅢ 東日本シリーズ 合同テスト 
  

総参加台数：59 台 
   

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

      
走行 B 組 

   
走行時間 1 本目 9:30～9:55／2 本目 11:50～12:15 

  
参加台数：30 台 

   

      
クラス ゼッケン ドライバー 車名 車両型式 エントラント 

ND 

1 ＳＨＵＮ ＩＤＳレイルガルフロードスター 

ND5RC 

ＳＨＵＮ 

6 SATOSHI ユニバーサルツインロードスター SATOSHI 

10 各務 猛 エルム ロードスター 各務 猛 

16 上田 純司 上伸物流 ロードスター 上田 純司 

22 荒井 彦幸 ＡＫＧＳ ロードスター 荒井 彦幸 

23 荒川 豊 ホーショーロードスター 荒川 豊 

27 田中 祐也 ＴＣＣ ＤＲ ロードスター TC CORSE 

28 大高 一乃 ｐｔｔモタスポ部ロードスター 大高 一乃 

29 岩田 洋二 Ｍｏｔｙ’ｓ☆ロードスター 岩田 洋二 

31 和光 博紀 ＫＥＮｍｏｔｙ＇ｓロードスター 和光 博紀 

34 横田 剛 ＫＹＣロードスター 横田 剛 

35 箕輪 卓也 ミノワファクトリーロードスター 箕輪 卓也 

36 上入佐 慶太 Ｍｏｔｙ＇ｓ ＲＯＡＤＳＴＥＲ 上入佐 慶太 

39 仲川 昌宏 ザク号ロードスター 仲川 昌宏 

42 小林 浩暢 ＢｏｏＢｏｏロードスター 小林 浩暢 

46 北田 辰男 ＣＴＭサプライロードスター 北田 辰男  

49 石川 祥吾 ＴＣ ＣＯＲＳＥロードスター 石川 祥吾 

52 古田 孝一 ＲＳＰＥＣステージロードスター 古田 孝一 

81 瀧口 智弘 ＡＬＥＸ笑ってＦＷロードスター 瀧口 智弘 

85 市川 潤 ＮＤ５ ＲＯＡＤＳＴＥＲ 市川 潤 

103 松尾 康博 密林雲ロードスター 松尾 康博 

108 福島 隆文 ＴＣＣとたけけロードスター 福島 隆文 

113 高居 慎司 ＴＲＥＳ ロードスター 高居 慎司 

123 助川 ちひろ ガレージ１２３ロードスター 助川 ちひろ 

127 河合 巧視 ＣＢ３６５ロードスター 河合 巧視 

155 松原 泰世 ＣＲ５５ロードスター 松原 泰世 

159 イシカワ ＴＣコルセｍｔロードスター イシカワ 

169 國井 宏樹 ｋｕｎｉｓｈｏｕ ロードスター 國井 宏樹 

181 横田 大樹 クロノスＰｍＧＭロードスター 横田 大樹 

197 荒川 昂平 ＥＬＥＶレーシングロードスター 荒川 昂平 

 


