
今年 もダー トトラックが熟い
ツインリンクもてぎで
`99年度 シ リーズがス ター ト ′

モータースボーツをマル

チに楽しめるツインリンク

もてぎて、99年度の「ダ

ートトラッカーレースシリ

ースJがスタート。その第

1戦が、4月 18日 (日 )に開

催された。

ダートトラックレースと

は、その名のとおリダート

俳 舗装)0ト ラックコー

スを規定数で周回して、そ

の面立を競うモータースポ

もし観戦だけでは物足りないという人なら、実際にエント

リーしてみよう。競技用のレンタル車両も用意されているか

ら、未経験者でも気軽に参加できるよ。

今年の開催ラウンドは全6戦 。今年はあなたもダートトラ

ック デビューしてみてはいかが ?

■開催地 :ツインリンクもてぎ ダートトラックコース (栃

―ツ。もてぎでは、アメリカで最も平均的なクオーターマイ

ル1400m)の ショートトラックを採用.マ シンの性能に頼らず、

ライゲーのテクニックが直接レース結果に結びつくため、選

手たちの競り合いも迫力満点。今回の第1戦 は、全7ク ラス

のうち2ク ラスで高橋巧選手が優勝。そのたりは、ま漏 冠9

歳だということを感じさせないほどの貫録。

木県芳賀郡茂木町捨山1201)

●参加費 (各 クラス共通、消費税込み):TRMC‐ S会員/
5,000円  非会員/7,000円 (共清会会贅1,000日 含む)

X TRMC‐ Sと はツインリンクもてぎクラブスポーツの略称

■今後の開催日程

第 2戦 5月 23日 (日 )

第3戦 8月 8日 (日 )

第4戦 9月 12日 (日 )

第5戦  10月 10日 (日 )

第6戦 11月 27日 (■)28日 (日 )

※第 6戦は、2日間にわたり開催

■開催クラス&コース

クラス         対象      コース

グランドナショカ レ   エキスバート  400m
アマチュアナシヨナル  エキスパート  400m

XR1 00        エキスパート  200m
カブ90        ビギナー    200m
カブ50  __    ビギナー  _ 200m_

「」AJAストリートマジツク
ワンメイクレース」に注目

発売以来、独自のキャラクターで好評を博しているス

ズキのスクーター ストリートマジックのワンメイクレ

ースが開催されているよ′ 各地区大会 (地区予選)

でランキング上位の40名 を集めて、全国大会に招待す

るという、スクーターの新しい形を提案したこの大会に、

ぜひ参加しよう。

■開催曰:0東北/7月 25日 (日 )9月 19日 (日 )、

10月 17日 (日 )② 関東/7月 25日 (口 )、 9月 26

日 (日 )O中 部/6月 5日 (■)7月 0日 (■ )、 9

月4口 (■)0近 畿/9月 12日 (日 )、 10月 10日

(日 )、 11月 14曰 (日 )0四 国/6月 20日 (日 )、

10月 24日 (日 )⑥ 広島/6月 20日 (日 )、 7月 18

日 (日 )、 3月 22日  (日 )、 10月 17日  (日 )

■開催地 :0/官 城県 仙台ハイランド ② /埼玉

県 橘川スポーツランド ③ /愛知県 作手高原カー

トランド ④ /大 阪府 スズキオー トランド生駒

⑤ /香川県 カートランド四国 ⑥ 山口県 中部自動

車教習所 (6月 20日  8月 22日 )、 周東モータースポ

ーツランド (7月 18日 、10月 17日 )

0間 い合わせ先/① スズキニ輪ス トマジ係

´022(253)021l ② 橘川Iス ボーツランド

0́90(3234)3888 0ス ズキニ輪 0́5038(4)6700

0ス ズキニ輸 0́726(41)6511 0ス ズキニ輪

′0870(32)7881 0ス ズキニ輪 0́3397(214469
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'99 MOTOPARADISE
関東大会で

バイクざんまい ′
今年で0年 目を迎える09 MOTOPARAD SE関 東大

会。昨年に引き続き、大好評の群馬県丸沼高原キヤン

プ場で ツーリング&キ ャンプ大会を開催するよ。老若

男女間わず ファミリーでの参加もOKの このイベン

ト、バイクの楽しさを+分に味わえる、まさにバイクざ

んまいになれるはず。

■開催曰 :9月 4曰 (■ )～ 5日 (日 )

■開催地 :丸沼高原スキー場 (群馬県利根郡片品村)

X詳細は間い合わせを。

●間い合わせ先/99 MOTOPARAD SE関 東事務局

0́3(3971)0022  FAX0313971,9898

ジムカーナグランプリ第 4戦
北海道 GP開 催

GRAでは、来る6月 20日 第4戦 |ヒ海道GPを開催

するよ。バイクに乗つている人ならだれでも楽しめ、し

かもライディングテクニックもスキルアップできる内容

での開催。参加車両に制限はなく 愛車0参 戦もOK。

北海道では初開催となるため、これまで参加したくても

できなかつたライダーたちで盛り上がること間違いなし。

■開催曰 :6月 20日 (日 )雨天決行″

■開催地 :中央バス自動車学校 (IIL幌 市|ヒ区新琴似 8

条)

■参加難 3,000円 (当 日集金)

■申し込み方法 :官製ハガキに、GRA登録番号 (登録

者のみ)、 〒、住所、氏名 (フ リガナ)、 ´、参加車

両 "1気量、自己PR文 、そして北海道GPと 記入の

上、下記申し込み先まで。

■締め切り:6月 9日 (水 )必着

0申 し込み&問い合わせ先/北海道ジムカーナクラブ

〒0010008 北海道沐し幌市|ヒ 区新琴似 8条 1711
中央バス自動車学校内 担当/浪江

プレストコーポレーション 1

カツプ

昨年から、1 25cc以上のマシンならば2ス ト4ス ト、

"1気

量を問わず参加できるオープンロードレースとなつ

たSuCO耐久ロードレース。時間も6時 F●5になり、耐

久レースシーズンのファーストステージとして、鈴麗

もてぎに先駆け、7月 3～ 4日 に開催。

しかも今回は、プレストコーボレーションの協賛を得

て、賞金総純 00万円というビッグスケールでの開催。

予選不通過者のためのミニ耐久レースも併催、マシント

ラブル時の救済処置などを新たに盛り込んでいるので、

参カロするチームやライダーが、今まで以上にエンジョイ

できるはす。

耐久レースでしか味わえない数多くのドラマをぜひ見

に行こう′

■開催曰 :7月 0日 (■)/公式予選&ミ ニ耐久 4日

(日 )/決勝

■開催地 :SuGOイ ンターナショナルレーシングコー

ス (宮城県柴日郡村口町菅生61)

■参力1資格 :ラ イダーは1台の参加車両に対して2～ 3

名とし、'99MF」 競技ライセンス国際 国内のいずれか

を所有していること。補欠ライダーは1名 まで登録で

きる。

■参加贄 :1チーム/3万 6,000円

■受付期間 :6月 4曰 (全 )ま で

●問い合わせ先/スポーツランドSuGO
0́224(8313127



こんなに楽 しいジムカーナに
また参戦 します ′

GRAの 「沖縄 GP参 戦記」

関西遠征組 18番 梅沢美和子     
‐

―ネット600と 一緒に、フェリーに揺られる

こと30余時間.船酔い状態0私を迎えたのは、雨の那

覇新港でした。

GPの前日 参加ライダーたちとの交流会。遠征組や

ウチナンチューのバイク仲間たちと 沖縄の抱盛を酌み

交わし、夜は更けていつたのです。

明けてOP当 日 前夜祭の勢い冷めやらぬなか、波

上宮すぐそばの会場で開催。パイロンやテープでコース

を作
'' 

タイムトライアルをイテうジムカーナ.当 日の参

力,人数は27名 、うち女性は3名。ギャラリーを入れる

と50名 ほどの大にぎわい。

おじさんから小学生まで、いろいろな参加者が、和気

あいあいの開会式の後、それぞれの車両で競技スター

ト。豪快な走りを披露するライダーやちびっこの元気な

たりが DJの軽快なおしゃべりで盛り上がる。午前中

の第1ヒ ート、午後からの第2ヒ ートを走つて 競技

は終了。なんとか無事転倒もせず、少しばらついた雨の

中、私もがんばって完走しました (結果は聞かないで)。

そのあとゲームアトラクションが行われ、費品をゲッ

トするべく熟く盛り上がった後の表彰式。なんと私、B

クラス優勝なんて、ビックリ″ とつてもうれしかつた

です。

天気には意まれなかった沖縄。それでも7_く さんのバ

イク仲間やジムカー月中間と知り合えました。温かい0
てなしをしてくれたウチナンチューのみなさん、本当に

お世話になりました。来年もきつと参戦します。次こそ

は、お天気に意まれますよ～に′

「 トヨタ 。ドライ′`一コミュニ
ケーション」に参カロしよう

多くのドライバーが実技を通じ クルマの基本的な操

作や安全装備の正し,崚い方を身につけ、安全について

の理解を深めることによって、交通事故の提言に寄与す

ることを目的とした「 トヨタ ドライバーコミュニケー

ション」。今年度は、富士スピードウェイ (F SCO)で

定期的に開催するにか、北海道・愛知 福岡での開催、

そして新たに臨海副都心のMECA WEBで毎週開催す

るなど、より多くのドライ′ヽ一が受講できるチャンスが

増えた。

ブレーキング、コーナリングなどのトレーニングを通

し、クルマの限界挙動を実際に体験するとともに 安全

装備の正しい操作法を身につける①「ドライバーコミュ

ニケーションFISCO」 。地域のニーズに合わせて、

F SCOの 議習プログラムをコンパクトに集約し、全国

各地のトヨタ関係施設でも講習を開催する②「ドライバ

ーコミュニケーション北海道 愛知 福岡」。そして初

心者からベテランまで気軽に受講でき、実用的な運転の

レ
～

レアップに役立つドライビングスクールの0「 ドラ

イバーコミュニケーションMEOA WEBJに ぜひ参加

しよう。

■開催曰:0/6月 26日 (■)9月 18日 (■ )、 10

月16日 (■)11月 20日 (■)10:00～ 1600 ②/
6月 5日 (■ ) 福岡、9月 26日 (日 ) 北海道、10

月30日 (■ ) 愛知 9:00～ 12:00 1000～ 16:00

(半 日議習)0/毎週日曜日 (10:00～ 12:00)と 水嘔

日 (17:00～ 18:00)

■開催地 :①/富士スピードウェイ テストコース

②/ア ドベンチャーフィールド若宮 (福岡)、 トヨタ自

動車北海道テストコース (北海道)、 トヨタ自動車交通

教育センター (愛知) 3/臨 海日1都心パレットタウ

ン「MECA WEB」 内 ライドワン (東京都江東区青海

1丁 ロパレットタウン)

■受講絆 0/3,000円  ②/1,000円 (福岡 北海

道 愛知)132/200円

■応募方法 :00/ハガキ、FAXに て、住所 氏名、

年齢、性月1、 血液型、職業、′、免許IIt得 年月日 運

転頻度、受講の動機、そしてLBと明記の上 下記あて

先まで 0/1カ 月前～前日1000ま で、予約′にて

受付

■あて先 :~x21/〒 104‐8545 東京都中央区人T堀
2259 南北社内 トヨタ ドライバーコミュニケー

ション事柳局 ′0070180o2145-50

FAX0070(800)2145‐ 51

0/予約 ′0070(30o489000

0問い合わせ先/ト ヨタ自動車

ホームページ:http://1vww toyota cOlp′ dCOm

オールカワサキ南大阪で
スタツフ募集 中

大阪は堺市にあるオールカワサキ南大阪で、男 女ア

′レ イヽトを若干名募集中。未経験でもOK、 普通免許保

持者で、バイクが好きな元気のいい人はぜひ′をして

みて。能力によつては工社員の採用もありだよ。

●間い合わせ先/オールカワサキ南大阪店 大阪府堺市

岩
=2021 

′0722(39)1819 担当/藪田

SBS京 橋 ツーソンで
スタッフ急募″

京都のSBS京橋ツーソンでは、明るく、まじめ

で、やる気のある 整備サービススタッフ&事務販

売スタッフを急募中.年齢 性別を間わず、普通

免許をもつており 通動可能な人 まずは´を。

経験者は,邁されるよ.

0間い合わせ先/SBS京橋ツーソン 京都府京都

市伏見区京橋町305 0́751601)9190

担当/津村

iting


