
テイちやん I PLAY TO WIN

オレのアクロスをかえせ l

本当に初参加です

永田 かおり 今回は参加者として スタッフとして楽しみたいと思つとります。たくさんの方々
といろんな話かしてみたいので、バカな質問にも暖かく答えてやつて下さい。

今日は彼と二人で来ました。初めての体験でとつてもドキ トキ ! な～
んていつちやたりしてみて !

メタ,レ ジラフ

ミヤちやん

メクミネーター

ハ・シリ レースクイーン にてもチャレンシしたいと思います。

ここ1 2年 ほとんとバイクに乗つていないので、今回はリハビリのつ
もりて参加させてもらいます。

カワサキショップ
オダ

KIWASЖ  lの パイクを興味で、程度の良いものを集めたい 1

表彰台をグットするぞ !!

第一希望レースクイーンとは言えないので何でもや ります。どうそこき
つかつて下さいませ。当日はよろしくお願いします。

パシリ 単車も乗り手も老体ですが、頑張つて走りますので、よろしくお願いし
ます。

また、ジムカーナ 1年生なので、とにもかくにもかんば ります。



みなさんと楽しい 1日 を過ごしたいと思います。とうそよろしくお願い
します。

ゼフアーくん
ころ満足のいく成績が
て、更なるタイムアッ

レベルア ップを目指 し
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必殺技はありません。 チーム モッコリ

クラッシュ1!
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2百業うえを月29[畜 |マま争Pは勇気がいりますが、

団地妻です。肉屋でパートしてます。
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こけないようにがんばります。ひさびきのシムカーナなので、ちょ―っ
ときんちょ―してますが、と―にかなるでしょう。

ニックネームの"あ うあう"|ま私を呼びかけてみたらわかります。



機材 会計   1岩 崎 好彦 いわちゃん

必殺技 背負投 手だけはケガしたくありません。安全運転 !
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パシリ     田中 博

白称 万年青年と自分では思っていますが みんなはうそたと言います
。その時皆の視線は私の髪にい1い ているようです。

COSMOSさ ん CLの 方々のヽ麗な走 りを見てみたくて参加さじていただきます.

ああ  てもまた転んてしまつたらとうしよう  。また怒らll■てしまう一 .

マーシャル  ‐佐々木 孝

福岡市中央区I K

セツケン    野村 邦宏
1-ホ |を はじめて8,月  その関冬眠 してました。おかけですっかり初 し、喜
てしまいました バイクもまだ刹tみ 卜がってないそ やばい. みなさん
わらかに願いま|.
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パシリ     10口 1 正常 熊本県人占市 H
加[:旨 をたグ

ルぞ!! /子 供の運動会と重なったので雨天の時 しか参

私は列車の旅をしている通 りすかりの旅行者です。お手やわらかにお願
いします。
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いじめないでネ !
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ビリにならないよう かんは ります。
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初めてなの、やさしくしてネ。 ニフ弁
転笑(コケ
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といいます。スラロームだけならまけない
そ でもパワーがほしい…  雨でも平気だけとよくコケる。

モトワールト中島

カツトビ号 山口の名物夫婦です。 こけないように頑張リヤース 1 チーム ライフ

ちん わいた こけてすべって筑後川にコースアウトせんようにがんばるばいロ

ちよちゃん
ヤギちやん くろやきさん [τ [曇 2慧R日,P纏希 !またまたコリてないので、剛まり

ジムカーナは り ジヽメテ' なのでヨロシクロ
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のシムカーナ大会が 盛り上かることを期待しています.

KAZUKI タイムより、順位より、納得のいく走 りをする。みせるぜス トリー トパ
フォーマンス 1!

しゆうちやん ただのオヤシです。

イケちやん シルバースター
号 九州初上陸 1 楽しませてもらいます。

せんひゃく
バイクが重いよ～、体が重いよ～、切 り返 しか遅いよ～、川には落ちた
くないよ～、仕事が忙 しいよ～、稼きが思いよ～ ………
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ネオ 100251こ けても痛くない!1 バイクは泣くけと 1
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ましゃいしんでしまつた。「このまましゃいかんJで も松岡氏は速いのであった



足のせいか 体が動かな くつて   ここら

るヽのですが……とりあえず頂張ります。

芸を追求する人です。  歌って踊れます。

けろつび号jr 他人のパイクでジムカーナすること。

こばやん コ
バ九 ジムカーナって、タイエットになるかな? たれか教えて!1

プロヌごう てつわんゴッデス

ツシブ(デンシャラス?1)な走り! 自走で帰れなくなったらどうしよ

うえちゃん

今年てとうとう30才になってしまった。

健 くんのパバ カル ロス号 チーム ライフ

ボブキャットとスピリットフアイアとミシュランをよろしく。 スピリッ
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STAFFラタカロ

大会会長 松田 伝男 まつちゃん 福岡市城南区 (カ ワサキショップ松田 店主。TEu COSMosの 生みの親 ) TEAM COSMOS

金庫 松田 富子 奥さん 福岡市城南区 (TEtt COSMOSの生みの規の女房.誰 も頭が上がらない) TI AM COSMOS

売店 丸岡 克己 まるちやん 福岡県前原市 (酒屋の跡取 り息子。ライオンの0玉 ) TEAM 00SMOS

秘書 中島 美紀 佐賀県鳥栖市 (ス タッフのみの参加。とても大助か り)


