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渡部 麻未 (わたなべ あさみ) 愛媛県松山市 今年の私はちょ～っと変かもしれません。車両に注目してねり、コアラさん 1号が応援してい

ます。11720 ゼ ッケ ン係 B20S P-2

永原 大路 (ながはら だいじ) 奈良県北葛城郡 ジムカーナCPは 97,琵琶湖 GPに続いて 2回 日です。ドキ ドキ

11595 車両誘導 B17 2 1100R

横江 九司 〈よこえ ひさし) 愛知県津島市

11580 EX 400 B

堀越 千都 (ほ りこし ちと〉 神戸市東灘区 CRI太郎ちゃんが冬眠から目覚めました。元気に走れるかなぁ～ !?
11531 受付 Щ  80

‐ !:"日 t“ 士

―
福岡 聖二 (ふ くおか せいじ〉 香川県高松市 GPの後は「 シンヤデイ」に行きます。参加者を募集しています。声を掛けてね。

11462 マーシャル NS2 250R

姫野 浩二 〈ひめの こういち) 大阪市北区 毎度おおきに 備かりまっか ボチボチでんな

11425 カメラ X」2 400S

中村 若菜 (なかむら わかな〉 京都市左京区 Cク ラスの トップ 3に入れたらいいな0
11300 受付 NS2 2502

吉谷 葉子 〈よしたに ようこ) 福岡市城南区 四国は初めてなので、お手やわらかに。

11273 受付 BROS P-1

井上 雄裕 (いのうえ たけひろ) 愛知県瀬戸市 円熟の城に達 しつつある愛車、マジェステイーを振り回しつつガンバリます。

11236 マ ー シ ャル マジェステ ィー

神藤 昭子 (し んどう あきこ) 大阪市東成区

11235 受付 【St 80

秋 山 等志 (あ きやま ひ と し) 香川県三豊郡 去年の香川CPを見て、再びバイクに乗ろうと思いプロスを買いました。〈新車で !)タ イム指

敗を減らすぞ。11213 マ ー シ ャル B20S P-1

馬場 勝之 〈ばば かつゆき) 福岡市南区 香川に行くのは初めてです。皆さんよろしく。

11107 ゼファー 750

円
村田 栄治 (む らた えいじ〉 大阪府枚方市 去年の琵琶湖GPに初参加して以来、2回のCP参戦です。ポイン

しいです。

卜を少しでももらえればう

11092 弁当配布係 IS2 250R

円
三島 誉徳 (み しま たかのり) 神戸市垂水区

11005 計測 (タ イム記録 ) FZ 400
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58 松弄 昭子 くまつい あ彗立 神戸市東灘区 今回は ミスコ…ス しません !!

10944 計測(光電管〉 CB 400SF

59 天野 修也 〈あまの しゅうや) 香川県大川郡 CBR400エ アロからスパーダに乗り換えました。高速コースは勘弁して下さい。

10916 マ ー シ ヤル スパーダ

60 伊藤 泰啓 くいとう やすひろ) 愛知県豊橋市

10811 マ ー シ ヤル スーパ ー シ ェル パ

61 堀江 桂志 (ほ りえ よしゆき) 愛知県知多市 香川は私の地元ですので、リラックスして頑張ります。
ヽ

10801 T2X 850

r・●_1

63 宇野 栄一 くうの えいいち) 香川県丸亀市 プロスは針印です。しばらくは750ccの 4気筒で頑張ってみようかな¨。なんちゃって。

スカイパ…フェクTVでは懐かしいアニメやドラマをやっています。みんなも加入しよう。10706 仕切り CSX 750E-4

64 永原 和代 くながはら かずよ〉 埼玉県深谷市 永原の嫁です。先日、結婚 しました。就職せずに永久就職しました。

10703 計測(補助 ) ジェイド

65 河田 弘設 (かわた ひろたけ〉 大阪市茨木市 NETマ シンが完成 したら四国で暴れたいと思います。

_マDp 2θθ10689 解説 D」

66 尾崎 智亮 くおざき ともあき) 香川県高松市 VFE4001は 盗まれました。皆さんも気を付けましょう。

10649 マーシャル DT 230ラ ンツァ

67 吉岡 輝顕 〈よしおか てるあき) 大阪府高槻市 今回はD-2ク ラスもしくはEク ラスを目指します。

10643 車両誘導 ISR― E80
」 ニ カ ′二 ,3■ ■ ヮヽキ !ヽ ■ き ,日

"日

7r青

… D-2ク ラスヘの昇格を目指してガンパルぞ !69 波多野 勇 くはたの いさむ) 大阪府茨木市

10628 弁当配布係 【SR― Ⅱ80

70 都築 恭 くつづき やすし) 高知県香美郡 目標・打倒 “○×▲"

10621 ペナ チェック係 CB 750

71 津垣 正仁 くつがき まさひと) 大阪府泉南市 早いものでジムカーナ歴 1年になりました。

10615 カメラ(補助 ) XJR 1200

72 今西 浩 くいまにし ひろし) 京都府亀岡市 香川は 2回 日です。がんばります。

10597 マーシヤル CBR 40012

73 永原 義幸 くながはら よしゆき〉 埼玉県深谷市 和代のダンナです。

10596 計測 (補助 ) ジェイド
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74 福積 正美 (ふ くづみ まさみ) 愛媛県松山市 5月 24日 のダンロップ愛媛大会もよろしくお願いします。

10517 解説DJ B20S P-1

75 杉山 口J(す ぎやま たけし) 徳島県徳島市 おいらのNS=は (使従)だ よ～ん。

10510 スターター NSR 2502

Ｄ

２
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76 竹内 豊季 (た けうち とよき) 滋賀県高島郡 昨年は大転倒をした苦い思いでの有る香川CPですが、今年は去年の雪辱を晴らしたいと思い

ます。10383 マ ー シ ャル CBR 600F

77 谷口 良司 くたにぐち よしじ) 京都市南区 とりあえずイケる所までアタックする。海外でのジムカーナGPは初めてなのでいじめないて

下さい。10354 マ ー シ ヤル KSR― Ⅱ80

78 佐藤 真― (さ とう しんいち) 大阪府茨木市 去年は派手にブッ転びました。今年は頑張るぞ～ 1

10349 マ ー シ ヤル D2 250R

79 黒田 治 (く ろだ おさむ) 大阪府箕面市 アフリカツインでの快走(怪走〉をお楽しみあれ。

10346 マ ー シ ャル アフリカ ツイン

80 氏原 一誓 くうじはら いつせい) 福岡市城南区

10341 受付 NSR 250R

１
■

●
０ 須本 禎郎 くすもと さだお〉 徳島県鳴門市 わ～い !骨がくっついたぞ～ !

トカゲのお兄さんで～す。10324 受付 VFR 750F
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83 大田 利浩 〈おおた としひろ) 大阪市福島区

10305 計測(記録) B20S P r/

84 金子 徳之 (かねこ のりゆき) 神戸市垂水区

こ10143 計測主任〈CP) 42・・300B・ ι脳 )立

85 時岡 一裕 (と きおか かずひろ) 徳島県徳島市 ダブルアクセル今も健在 !!

10134 マ ー シ ヤル BROS P-1

816 池浦 彰寿 くいけうら あきひさ) 愛媛県喜多郡 僕のプロス銀色プロス。近 くで見るとキズだらけ。みんな～離れなさい !

10031 ゼッケン係 BROS P-1

87 川井 秀彦 (かわい ひでひこ) 徳島県徳島市 Eク ラスロ指 して “ガンバル"だ つちゆうの !:

10029 マ ー シ ヤル VFR 400K

88 松崎 和真 くまつざき かずま) 神戸市灘区 まつてろ KAWA I san
10002 カメラ VFR 4001

「解 亀
KACAWA
CYH10fARA
B,KEnS



98,ジ ムカーナGP第 3戦 香川大会 98-5-3 HSRプ ラザ坂出 その 5

E 89 岩下 朋広 (いわ した ともひろ) 佐賀県東松浦郡 最近バイクの乗 り方が分からなくなって しまいました。

9977 マ ー シ ャル NSR 250R

90 福積 大吾 (ふ くづみ だいご) 愛媛県松山市 最近750ccに乗れなくなった大チカン !

9971 ペナ チェック係 VF2 750【

92 谷口 淳司 〈たにぐち じゅんじ) 京都市南区 初めまして谷口(と むて―)と いう者です。変な色のRGV―
「

ですが、がんばります。

9873 ペナ チェック係 lG7 250「

93 河野 義憲 くかわの よしのり) 兵庫県芦屋市 初の香り:IG Pで す。

9837 計測〈光電管〉 ゼファー 750

94 千手 淳司 くせんて あつし) 島根県出雲市 今回の目標、タイム指数アップ、コケない、うどんを食う。

9820 マ ー シ ャル BEOS P-1

95 内海 仲二 (う つみ しんじ〉 大阪市鶴見区

9727 車検 BROS P-1

96 上杉 智司 くうえすぎ ともじ) 愛知県津島市 目標上位入賞、楽しく走れば結果は出る?

9694 車両誘導 BROS P-1

97 堀越 徹也 〈ほりこし てつや) 神戸市東灘区

…
舞Sえ2動

楽 しくみんなで走りましょう。
タ9506 車検

98 長谷阪 昇次 くはせさか しようじ) 京都市左京区 今年も香川GPがんばるぞ !!

9453 解説 D」 N駅 250R

99 小林 裕之 くこばやし ひろゆき) 神戸市灘区 私が“やしこば"です、黄色のプロスです。

9026 スターター B80S P-1

:孫色
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