
熙_り _ィ ビンペンノゞ 一テイ 参″手約者 (1998. 5. 31)
車両  回数 前回参加 タイム指数クラス/セ

‐
ックン  Pに  4ろ 住 所 スタッフA スタッフB 車両 回数 前回参加 タイム指数 クラス/t‐ッケン  掟t  44 住 所

荒江 寿子

岡村 恵美

田中 英子

A  l 米谷 慎二

A  2 藤本 和弘

A  3 黒木 寛

A  4 山路 孝雄

A  5 金海 成勇

3 ‖ 奥村 茂夫

B 12 空 英智

3 13 長谷川 縁

B 14 山口 貴子

C 15 奥山 則彦

C 16 杉本 龍一

C  17 姫野 浩―・

C 18 井上 雄裕

C 19 神藤 昭子

C 20 坂井 康修

C 21 三島 誉徳

C 22 田中 広志

D1 23 石沢 啓義

D1 24 宮城 真一

D1 25 中村 若菜

01 26 大森 三四郎

D1 27 宇野 栄一

D1 28 永原 和代

D1 29 河田 弘毅

D1 30 園田 賢

D1 31 長谷り1 喜也

D1 32 波多野 勇

D1 33 永原 義幸

D1 34 川上 和範

01 35 大八木 智世

D2 36 秋山 登

D2 37 中村 責至

D2 38 南 孝一

D2 39 武内 豊季

02 40 谷口 良司

l12 41 佐藤 真一

〇2 42 黒田 治

兵庫県宝塚市中筋 7

兵庫県加古郡播磨町

岡山県岡山市尾上 1

滋賀県八日市市小脇

大阪市生野区中川西

D2 43 今井 澄

D2 44 大田 利浩

D2 45 井手 武司

D2 46 山口 初行

D2 47 井倉 克頼

02 48 金子 徳之

D2 49 清水 光司

D2 50 松崎 和真

E 51 西村 英明

E 52 太田 晃司

E 53 谷口 淳司

E 54 千手 淳司

E 55 西村 千文

E 56 長谷阪 昇次

E 57 小林 裕之

大阪府枚方市伊加賀 会計係   /専属アシスタントST*ハルテ
｀
ィット2( 7)98ノ 05ノ05(11815)

大阪府高槻市赤大路 専属アシスタントST/専属アシスタントST*スハ―゚夕
｀
250( 7)97/12/21〈 13437)

大阪市都島区都島本 専属アシスタントST/専 属アシスタントST*VTR 1000F( 5)98/05/17(14333)

大阪府豊中市三和町 テント担当主任 /なんでもOК :*GTS 10∞ ( 7)98/05/17(12782)

*NSR 250R( 8〉 98/05/17(12273)

* C3R 600F  ( 21) 97/08/31 (12179)

/            * XR 250    (  0)  /  ノ  (     )

/          *CPZ 91111R ( 0)  / /  (    )

/            * XLR 250  (  0)  /  /  (     )

/              * Z2‐ R l100 (  0)   /  /   (     )

/            * ×R 400   (  0)  /  /  (     )

/

/

* tO- 225   (  1〉  97/10/19 (11560)

ノマーシtIIt資       * GSF 750   (  2) 98/04/12 (11478)

ノマ‐シ,ll十系      * シ
‐-1 250  ( 17〉  98/05/05 (10828)

愛知県豊川市市田町 進行担当主任ノ撮影係   *PC 800 (44)98/O1/18(10310)

大阪市福島区吉野4 /車両誘導係 *アロスPl( 9)98/05/05(10305)

大阪市生野区勝山北 PA係   ノなんでもOК !*CBR 41111RR(30)98/05/17(10281)

神戸市東灘区向洋町 PA担当主任ノPA担当主任 *NSR 250R S(68)98/03/29(10242)

奈良県橿原市曾我町       /最 高速度係  *tり7~750(19)98/03/08(10182)

神戸市垂水区本多聞 車検係   ノタイム記録主任 *NSR 250R(32)98/05/17(10143)

埼玉県和光市下新倉 電気工事主任/マ
‐シ十

"係
   *NSR 250R( 1)95/04/02(1∞ 53)

神戸市灘区高羽町2 コス作成主任 /表彰担当主任 *VFR 400RN(68)98ノ 05/17(1∞ 02)

京都府向日市森本町 コ‐ス作成係 /タイム計測主任 *t~フフー5∞ (81)98/05/05("89)

京都市伏見区納所町 受付係   /慣熟リダー  *C341111SF(26)98ノ05/05(9880)

京都市南区東九条北 慣熟り‐夕
~‐

 /車両誘導主任 *RCVγ 2∞S(32)98/05/05(9873)

島根県出雲市小山町 電気工事係 /マ シ+"係   *フ
‐
0ス Pl( 5)98ノ02/01(9820)

京都府向日市森本町 受付統括責任/受付主任  *フ
｀
ロスPl(99)98/05/17(9660)

京都市左京区下鴨夕 慣熱担当主任/解説DJ係  *NSR 250R(43)98/05/05(94")

神戸市灘区精丘町6 解説DJ係 ノフ
゜
レtつ卜主任 *VTR 10∞F(95)98/05/05("26)

京都府城陽市富野池 受付係

大阪府松原市天美東 会計主任

神戸市東灘区向洋町 会計係   /なんでもOK!*ZX 6R  (35)97/08ノ 31(12142)

兵庫県西宮市甲子園 弁当係   ノ

兵庫県加古郡播磨町

大阪市北区長柄東2 撮影担当主任/撮影担当主任 *× JR 400S(71〉 98/03/08(11425)

愛知県瀬戸市福元町 なんでもOK:/最高速度係  *マデェスティ (10)97/10/19(■ 236)

大阪市東成区深江南 会計係   ノマ‐シャ
"主

任  *КSR 80 (部)98/03/29(■ 235)

大阪市都島区都島木 受付係   ノ * CBR l100×X( 13) 94/01/30 (11062)

神戸市垂水区本多聞 車検担当主任/タイム記録係  *F2400 (22)98/05/17(1 llll15)

大阪市西成区北津守 ヨ‐ス保全主任 ノ]‐ ス保全主任 *CBR 250RR(49〉 98/04/19(1 llX14)

兵庫県加古川市米田 弁当主任  / * ウサIフ 250   ( 19) 98ノ 05/17 (10962)

神戸市東灘区魚崎北 /タイム.llllt染    * ZZ‐ R 400  ( 19) 98/05/17 (10844)

京都市左京区山端森 解説DJ係 /表彰係    *NSR 250R S( 9)98/05/05(10842)

*   ( )   (  )

企 画 等・協 力 者 一 覧  ビンペンパ テイは多くの方々の協力によって開催準備を進める事ができ

ました。主な方の名前を下記の通りご紹介すると共に、ここに改めて感謝

の意を表します。              CRA代 表  小林 裕之

岸本 智裕、 畠口1茂、 松崎 和真、 吉田 司、

宇野 栄一、 谷口 淳司、

瀬津 裕之、

飯泉 勇一郎、 谷口 淳司、 岸本 智裕、 吉田 司、

西村 孝、 荒江 泰子、 河口 弘毅、 井出 武司

村田 栄冶、 村田 恵美、

兵庫県尼崎市西立花

香川県丸亀市土器町 車検係   /撮影係   *“ X750E4(12)96/12/22(10706)

埼玉県深谷市上野台 解説DJ係 ノ表彰係   *シ
｀
ェイド 2511(∞ )98/03/08(10703)

大阪府茨木市中村町 司会主任  /,‐ ム担当主任 *SDR 200 (42)98ノ05/05(10689)

大阪市西成区橘3- /国匡「疇冨ξ却準1終   * スーハ・―シエ
',ll・

(  4) 98/05/05 (10650)

大阪府松原市天美東 最高速度主任/タイム記録係  *VFR 750F(64)98ノ 05ノ05(10642)

大阪府茨木市大田2 ]‐ス作成係 /マ シ■1係   *KSR 2  ( 2)"ノ05/05(10628)

埼玉県深谷市上野台 なんでもOK 1/タイム計測係  *シ
｀
ェイド 250(16)97ノ 03/23(10596)

大阪府東大阪市御厨 /タイム言+8‖修資    * NSR 250R  ( 44) 98/05/17 (10571)

京都市西京区川島流 会場確認係 /会場確認係  *フ
‐
0ス Pl(76)98ノ05/05(10546)

大阪府高槻市玉川2 進行担当  /競技続括主任 *CPZ 900R(82)98/05/05〈 10496)

大阪市淀川区新北野 弁当係   /マ‐シ,"係    *NSR 250R S( 9)98/05/17(10451)

大阪府枚方市牧野下 なんでもOK 1/タ イム計測係  *ア ロスPl (26)田/05/17(10“ 4)

滋賀県高島郡新旭町 タイム計測係  ノタイム計測係  *CBR 600F(25)98/05/17(10383)

京都市南区東九条北 無線担当主任/マ・シ,ル主任  *κSR 2  (15)98/05/05(10354)

大阪府茨木市紫明園 会場統括責任/会場確認主任 *DR 250R (20)98/05ノ 05(10349)

コース案企画

コース案監修

ゲーム案企画

デザイン企画

デデイン監修

美術 製作

文章作成等

その他

越賀 信介

荒江 寿子、

太田 晃司、

村田 栄冶、

河野 正義、

姫野 浩一

ノヽ本 比奈子、 谷口 良司、 山口 初行、

谷口 淳司、 吉岡 輝顕、

村田 恵美、 山口 貴子、

堀

" 
秀人、 宮城 真一、 吉岡 輝顕

(順不同 敬称略)

大阪府箕面市粟生問 ノタイム言十1Jll系     * アフリカジイン 75(  9) 98/02/01 (10346)


