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1  二宮 譲   遠賀郡遠賀町11965 VT250ス パーダ Cク ラス お仕事 (誘導 )

最近下手きに磨きがかかつているような。これも練習不足の賜物

2  下田 ひとみ 佐賀県藤津君阿1942 VRT250 Cク ラス お仕事 (受付 )

九州へようこそ。

3  中村 武信  福岡市早良区1コ 709 NSR250SE Cク ラス お仕事 (誘導 )

4  伊藤 裕―郎 粕屋郡志免町11666 GPZ900R Cク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

久々の参加だ !GRAに は 3回 目だけど、 3回ともパイクがちがうんだよな一。

5  田中 敬悟  久留米市津ネ副 1649 ZEP750 Cク ラス お仕事 (計測)DEク ラス走行時

リベンジ広島GP!こ けません今度 こそ

6  徳永 ―彦  筑紫野市美し11539 ナイトホーク750 Cク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

最近トライカナで中学生の息子に抜かれたがまだまだ酒飲みでは負けません。最近ナナハンが重たく感 じる今日この頃です

7  栗山 紀子   福岡市西区愛11446 ホーネット600 Cク ラス お仕事 (受付 )

8  多賀 俊介  京都市上京区11374 KSR2 Cク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

最近タイム指数が上がらなくなってしまった。 日本の景気は底を打つたらしい、ならば私のタイム指数もこれからアップする筈だ?

普段は ZRXl100、 今 日は借 り物の KSR80、 発進でエンス トしないだろうか?不安だ !!

9  森園 学   佐賀県佐賀市11178 VFR750 Cク ラス お仕事 (計測)DEク ラス走行時

第25回二輪車安全運転全国大会の一般 Aク ラス優勝の経験を生かして頑張ります。

11  石亀 浩康  静岡県静岡市11115 X4 1300 Cク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

九州初上陸です。楽 しく参加させていただきます。自走で行く予定ですが、道中どうなる事やら   よろしくお願いします。

12  大東 正寿  大阪市東成区11033 FZR250R Cク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

今度こそミスコースを しないぞ～ 11は じめまして 1今年の北海道から初めてGPに参加 し始めました !沖縄は逃 して しまいましたが、

残 りの全戦を参加 しようと努力中です !

14 本多 弘明  愛知県刈谷市11033 KSR Cク ラス お仕事 (コ ースマーシャル)

16  後藤 武司  福岡市早良区11153 FX750 Cク ラス お仕事 (マ ーシャルチェック)

最近あまり乗つていないのですが、完走を目指 します。

17  大久保 利通 大野城市中3丁 目8-ZXR750
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18 吉次 昌則  福岡市早良図 5533 トラフグRR Bク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

お弁当食べに来ました。

19  田栗 陽二  福岡市東区都 5332 GPZ400R Bク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

参加することに意義がある

20  井上 寛之  福岡市博多図 4500 SuperSHERPA(KL250G)   Bク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

一昨年ゼファー750で参加 した井上です。昨年はエンジントラブルの為出場できなかったけど、今年は新 しいバイクでジムカーナを楽 しもうと思います。

21  船越  美千仁  福 岡市早良区13725 TDR80 Bク ラス お仕事 (誘導 )

久 しぶりの出場です。お手柔らかにお願いします。

22  山本 道子  福岡市南区長13556 バリオス Bク ラス お仕事 (受付リーダー)子守り

見てるよ真義 (マ サヨシ)!!!(息 子です )

23  梅沢 美和子 京都府長岡京 3430 ホーネット600 Bク ラス お仕事 (受付 )

九州に行 くのは初めてで、フェリーで行 くか高速経由で行 くか考え中です。どん くさい私ですがジムカーナもパイクに乗ることも大好きです。

結果がどうであれ頑張つて完走 しますのでよろしくお願い致 します。

24  久保 勉   福岡市西区瓢 3305 CBR900RR Bク ラス お仕事 (誘導 )

25  筒井 知幸  宗像市石丸413284 RVF400 Bク ラス お仕事 (誘導 )

26  森 昭浩   福岡市東区知 2737 CB1000SF Bク ラス お仕事 (進行・マーシャルチェック)

ショップはカヮサキなのになぜかHONDAo Teamの 異端児こと森とは私のことなのだ。只今、修行中 !(何を??)

27  古野 真美  福岡市城南図 2310 ZEP400ペケたん号 Bク ラス お仕事 (受付 アナウンス)

年々歳とともに気が弱 くなっています。いじめないでネ

28  村田 豊   北九州市八幅 2000 NZ250 Bク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

引越 しをして初めての (2年前の京都 ?の練習以来)の参加です。ブランクがありますががんばります。
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31  池田 明弘  福岡市東区香 なし FZ400 Aク ラス お仕事 (パイロン修正 )

うまい人のライン取りを見たい。FZ400は今年で生産中止になるのでもうす (絶ばん車になってしまうのが少し悲しいです。

32  今村 隆文  山口県山口市 な し FZR400 Aク ラス お仕事 (パイロン修正 )

セパハンだけど頑張 ります。

33  江り1 洋   福岡市東区箱 なし VFR750 Aク ラス お仕事 (パイロン修正 )

はじめまして、みなさん今度から僕のこと『えがっち』と呼んでください。ちなみに僕の愛車は多くの知人からゴキプリと呼ばれていますが

、とつてもおちゃめでかわいい虫 (バイク)だから遠慮なく撫でてやつてください。PS初参加ながら頑張ります。

34  大井 信二  田川郡糸田町 な し FZR400 Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

初目まして、初参加となりますがよろしくおねがいします。

35  熊本 隆   太宰府市青山 なし カタナ250 Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

初心者です。ハイ

36  小宮 登   福岡市南区大 なし バンディット250ボボル号   Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

二輪の運転技術の向上をのぞいてみたいような気がするような前田君には負けないよ。ラクショー !

37  佐伯 洋祐  福岡市南区長 なし CB750FB Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

38  島田 大彦  春日市小倉4 なし GPZ900R Aク ラス お仕事 (パイロン修正 )

39  末永 孝二  福岡市早良区 なし バリオス Aク ラス お仕事 (パイロン修正 )

こけないようにがんば ります

40  杉田 直也  福岡市西区生 なし ホーネット250 Aク ラス お仕事 (ア ナウンス )

師匠、がんば ります

41  関 大輔   大野城市下大 な し DloZX Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

平成■ 年二輪車安全運転全国大会高校生クラス福岡県代表です。

42 高村 博行  山口県宇部市 なし CBR900RR Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

開催するのは色々大変なことも多いと思いますが頑張つて下さい。

43  立川 孝三郎 春日市大谷9 な し ZEP750 Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

初参加なのでがんばります

ヘタッピだけど頑張 ります。
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45  徳永 圭―  筑紫野市美し なし NSR250 Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

おやしに無理やり連れて来られました。でも俺のほうが早いです。

46  中西 信明  熊本県熊本市 なし RG∨―
「 250SPの 予定     Aク ラス お仕事 (アナウンス)

本場の雰囲気を味わいたいと思います。素人丸出 しですが、よろしくおねがいします。

47  西田 久美子 糟屋郡古賀町 なし G B250 Aク ラス お仕事 (受付 )

大会は初参加の上、当日は保護者 (BROS650)も いない為とっても不安です。雨が降りませんように !!

48  西田 さお り 久留米市津福 な し ホーネッ ト600 Aク ラス お仕事 (受付 )

とにかく初めてなのでジャマにならないようにだけ。 (^_^;

49  西村 京光  糟屋郡宇美町 なし ZR× 1100 Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

GRA初 出場です、よるしくおねがいします。

50  前田 太朗  福岡市中央区 なし ∨T250FEム サシ号 Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

旧車で戦 いを挑み ます。

51  行武 邦浩  朝倉郡夜須町 なし ライブディオZX Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )

この大会は初めてなのでガンパリます。

52  和田 正憲  山口県山口市 なし XANTHAS400 Aク ラス お仕事 (パ イロン修正 )
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75 石澤 啓義  京都府長岡京 0251 おそらくWolf250 Dク ラス お仕事 (計測)Aク ラス走行時

今年も、行きがけは下道の予定。貧乏はキいです。

76 津垣 正仁  大阪府泉南市 0232 X」R1200 Dク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

今年こそ温泉に入つてツーリングするぞお !去年は朝のフェリーで到着して夜、トランポ同乗で帰った為 12時間しか滞在出来なかったのでした

77 有吉 剛治  久留米市御知 0228 CB‐ 1 Dク ラス お仕事 (計測)CBク ラス走行時

ち―むヘルシー協会いつでも健康的な生活を 不健康なあなた !入信お待ち しております

78 ―木 洋 豊前市大字川 0207 ホーネッ ト600 Dク ラス お仕事 (計測)Aク ラス走行時

変なおじさん達に負けないように頑張 ります。

79 中本 隆行  福岡市城南図 0162 ZEP750 Dク ラス お仕事 (計測)Aク ラス走行時

最近、大人のハシリ、と言うものを勉強中です。今回もパリバリ頑張るぜ― !大会直前までインドに行つてますので無事に帰つて来られるでしようか。

80 南 孝― 大阪府枚方市 0107 ブロスP1650 Dク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

最近 トランポを買いました。私のブロスはピカピカです。ぜひ九州のジムカーナライダーに見てもらいたいです。

81 倉光 祐和  福岡市中央図 0053 ZEPl100 Dク ラス お仕事 (タ イム集計 )

今年は、仕事と子守りに追われてバイクに乗つてません。

82 倉光 修―  福岡市城南図 0026 NSR250し ゅういつつあん号 Dク ラス お仕事 (コ ースマーシヤル )

もう250も 重いよ―
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83 岩下 月月広 佐賀県東松浦9977 VFR750 Eク ラス お仕事 (ア ナウンス )

刺身担当 あきちゆらのパパです三輪車ジムカーナクラブ代表

84 吉岡 輝顕  大阪府高槻市9740 KSR2 Eク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

久留米ラーメンはおい しそうだな一

85 河野  義憲   兵庫県芦屋市 9693  ZEP750じ ょにい Eク ラス お仕事 (コ ースマーシャル )

約 1年ぶ りのジムカーナ大会です。完走できるようにがんばります。

86 小山 哲明  福岡市南区高9664 NSR250R Eク ラス お仕事 (ア ナウンス )

87 小林 宏樹 福岡市城南区9322 CB‐ 1(中野屋 西富タカチャン号 ) Eク ラス お仕事 (音響 マーシャルチェック)

言い訳ですが、ハイグリップタイヤではありません。でもがんばります。

88 小林 裕之 神戸市灘区楠9026 ブロスP1650 Eク ラス お仕事 (車検 アナウンス )

雨にも負けず、風にも負けず、目指せ完走

松田 伝男 な し 大会役員 お仕事 (車検 マーシャルチェック)

岩崎 好彦 な し 大会役員 お仕事 (車検 スターター)

嶋田 満宣 な し 大会役員 お仕事 (車検 ,ス ターター)

本寸田 利己 な し 大会役員 お仕事 (タ イム集計 )

竹下 都多夫 な し 大会役員 お仕事 (救護 コースマーシャル )

‐7


