
GRAカ カーノ潟霞%薙竪倉夕″珈 者 ` 蒙
クラス/t・ ックン  Ft  4乙 住  所 スタッフA スタッフB 車両 参加回数 前回参加 クラス/t‐ッケツ  Fヽ  4ろ 住  所 スタッフA スタッフB

(1999.6。  13)

車両   参加回数 前回参加

1 山下 真人   大阪府富田林市藤沢 なんでもOK:/なんでもOК !*ド
"カ

ン1500 ( 0) ′ /

2 石原 隆史   大阪市住吉区山之内       /      *Z400LTD I ( 0)  ノ /

3 日口 康孝   滋賀県彦根市八坂町       ノ      *VTR lll10F ( 0)  ノ ノ

4 奥 久行    兵庫県尼崎市長洲東       /      *CBR 2∞ RR ( 0)  ノ /
5 谷 美奈子   滋賀県大津市中央4 ゼッケン係 /      *CBR 400RR ( 1)98/12/20
6 山陰 文子   大阪府堺市堀上町2 会場確認係 /会場確認係  *スハ・―夕

｀
2∞  (10)99/05/16

7 川崎 裕治   京都市山科区西野大       /      *NSR 250RSC ( 1)99ノ 05/30

8 山本 雅弘   大阪市港区築港 1- 会計係   /      *ZRX l100  ( 2)99/05/30
9 堀田 隆嗣   奈良県磯城郡三宅町 なんでもOK!/なんでもOK!*ZX■ 0   ( 1)98/12/23
10 梅沢 美和子  京都府長岡京市開田       /      *ホ ーネット600 (51)99/05/16

11 岩元 明美   大阪市西区京町堀2 会計係   /      *ホ →ツト250 (■ )99/∞/16

12 田中 英子   大阪市都島区都島本 会計主任  /医療統括責任 *VTR 1000F (25)99/05/16

13 伊藤 博行   滋賀県大津市比叡辻 弁当係   /      *G“ 7mR  ( 2)99/114/29

14 鉢呂 哲也   大阪府松原市―津屋 コ‐ス保全主任 ノコス保全主任 *VZF 600R  (17)99/04/11

15 自水 さち子  京都市伏見区桃山町 弁当係   /      *ハ ・リオス250 ( 5)99/05ノ 05

16 下山 太郎   大阪市北区豊崎6- ]‐ ス保全係  /3‐ス保全係  *TDR 250  ( 5〉 99/0ン 14

17 堀江 正憲   京都市上京区大宮通 なんでもOK!/なんでもOK:*ホーネット250 ( 1)99/02/28

18 小林 卓司   大阪府豊中市夕日丘       /解 説DJ係  *フ
｀
Dス Pl  ( 8) 99/05ノ 30

19 渡辺 大輔   兵庫県加古川市上荘       /タ イム記録係  *R■ 00CS  ( 4) 99/05/05

20 江尻 登志王民 大阪府堺市日置荘北 受付係   /      *VTR 250  ( 3) 99/04/H
21 高都持 敦   京都市伏見区羽東師 受付係   /      *ウ

"フ

あ0  ( 4) 99/04/11

22 永原 大路   奈良県北葛城郡上牧 名札主任  /      *R l100R  (14)98/05/17
23 大東 正寿   大阪市東成区深江北 イラトラ見習い /イントラ見習い *自 転車   (21)99/05/16
31 佐々未 尚文  京都市左京区松ヶ崎 なんでもⅢК!/なんでもOK:*NSR 250SE ( 1)99/02/28

32 速水 徹    京都府宇治市子木幡 会計係   /      *DT 50   ( 1) 09/02/28
33 多賀 俊介   京都市上京区元誓願       ノタイム記録係  *ZRX l100  (27) 99/05/30

34 村上 勝浩   大阪府寝屋川市池田       /車 両誘導係  *C3R600F  ( 4) 99/05/05
35 細野 将治   京都市西京区川島有       /タ イム計測係  *t'フフー7m  ( 7)"ノ 05/05

36 鳥嶋 武人   京都市左京区北白川       /      *CRM 250R  〈 1)99/05/30

37 山陰 茂    大阪府堺市堀上町2 受付統括補佐/受付統括補佐 *711・ つ
‐
お0 (19)99ノ 05/30

38 岩井 宏樹   京都市伏見区桃山町       /夕
`計

測主任 *ウルフ1%   (24〉 99/05/05

39 中溝 賢治   兵庫県尼崎市神田南 車両誘導主任/車両誘導主任 *XR 250   ( 7)98/12/23

40 堀川 由美   大阪市旭区清水4- 受付統括責任ノ受付統括責任 *10‐ 225  (43)99/05/05
41 西海 11-   滋賀県大津市唐橋町 コス保全係  ノコ‐ス保全係  *RCV 250 γ  (14)99/03/14
42 勝島 隆司   京都府相楽郡精華町 会計係   /      *× JR 400  ( 1)99/03/14
43 松島 浩徳   大阪府守口市馬場町 ゼッケン係 ノ      *DT 125   ( 5)99/05/02
44 奥村 茂夫   京都市北区等持院南 受付主任  /      *フ

‐
0ス Pl  (27)99/05/16

45 荒江 寿子   大阪府枚方市伊加賀 会計係   /      *CBR 600F  (12)99/05/16
46 今江 功次郎  京都市左京区岩倉幡 ゼッケン係 /セ ッケン係  *NSR 250R  ( 5)99/05/05

47 青山 幸司   兵庫県西官市上ヶ原 名札係   ノ      *シ ・い
｀
12511C〈  5)99/04/29

3 48 三木 孝之

B 49 空 英智

8 50 八木 比奈子

B 51 岡島 孝幸

3 52 宮崎 勇人

B 53 景山 順子

3 54 中村 淳

3 55 増田 浩一郎

3 56 相馬 美恵

B 57 山陰 直樹

B 58 金原 良浩

B 59 国貞 勉

B 60 川田 伸二

8 61 佐藤 達夫

C 62 関 俊也

C 63 上田 健一郎

C 64 弓場 誠

C 65 辻 華一

C 66 長谷川 喜也

C 67 大森 二四郎

C 68 坂井 康修

C 69 加藤 佳之

C 70 秋山 登

C 71 峯松 徹

C 72 笠岡 秀行

C 73 長谷 忠士

C 74 瀬渡 義徳

C  75  河田  搬

C 76 丹生谷 剛

C 77 山口 初行

C   78  サll■  春口庫嗜

C 79 藤尾 千明

C 80 日田 賢

C 81 佐藤 真一

C 82 南 孝一

C 83 鎌田 光夫

C 84 池田 正樹

C 85 今西 浩

C 86 岡松 伊佐雄

C 87 高木 博康

京都市右京区御室芝 なんでもOK!/な んでもOК !*ハ
｀
リウス250 ( 2) 99/03/14

99/05/05

99/05/30

99/05702

99/05/16

99/05/05

99/05/16

99/05/16
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9ツ05/05
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99/05/05

99/05/05

96ノ 11/10

99/05/05
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99/05/16

99/0シ 16

99ノ 05/30

99/01/17

99ノ 05/16

99/05/30
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99/05ノ 02

99/115/05

99/05/02
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99/05ノ 16

99ノ05/30

99/05/30

99ノ05/05

99/05/16

99/05/16

99/04/11

99/05/16

99/05/30

99′03/14

99/03ノ 14

99/05/16

京都府城陽市富野池

大阪府枚方市渚本町 スタ‐夕‐主任 ノスタ‐夕‐係   *VFR%OF  (35)
岐阜県可児郡御嵩町 コ‐ス作成係  /コ‐ス作成係  *ZRX l100  ( 4)

大阪府F写真市大池町 /車両誘導係  *ク｀ス350  ( 5)

大阪市港区築港3- ゼッケン主任/ゼ ッケン主任 *フ
‐
0ス Pl  (14)

大阪府枚方市黄金野 /タイム言十測係  *VTR 2511  (25)

大阪府豊中市東豊中 解説DJ主任/解説DJ係  *ZRX l100  (22)

大阪府交野市星田9 測定統括責任/測定統括責任 ネスリヽ
°■■1ハ

゜ (28)

大阪府堺市堀上町2 弁当主任  /弁当主任  *CB 1000SF (14)

大阪府二島郡島本町 ゼツケン係 ノゼッケン係  *tO-225  ( 6)
大阪府枚方市上島町 /車両誘導係  *SV 4∞    ( 8)
大阪府豊中市服部元 会場確認主任/会場確認主任 *CB 750   (34)

/      *NSR 2"R  (18)

* CSX R750     (  7)大阪市北区中津2- 慣熟り‐夕
‐‐ /

兵庫県尼崎市神田南 慣熟り‐夕
‐‐ /光電管設置係 *VTR llX10F (11)

兵庫県西宮市中浜町

大阪市住吉区苅田8

大阪府堺市原山台 1 受付係   /

神戸市中央区相生町

大阪市城東区野江2 司会主任

大阪府大東市中垣内

/タイム記録係  *XJR 12∞   (19)
ノ車両誘導係  *KLX 650R  ( 5)

大阪府松原市天美東 タイム記録主任 /タイ編己録主任 *VFR 7511F  (75)

*フ
‐
0ス Pl  ( 8)

/タイム計測係  *NSR 250  (36)
/司会主任  *VTR 10110F (23)

/タイム言己嵯肇も系    * RCV 250 7    (  9)

大阪府高槻市玉川2 進行担当主任/解説DJ係  *フ
‐
0ス Pl  (104)

兵庫県川西市南花屋 ]‐ス作成主任 /コ
‐ス作成主任 *ZX 4 ( 24)

大阪府塀市福田60 慣熟り‐夕
‐‐ / *アドレスVl∞  (35)

大阪府箕面市如意谷 なんでもOK!/なんでもOK:*ドリウス2511 ( 1)

大阪府高槻市日吉台 なんでもOK:/な んでもOK:*SR× 61Xl  (14)

大阪府茨木市中村町 演出テ
‐
ィルクタ‐/演出テ

~ィ
ルクター *SDR 200  (“ )

京都市山科区なぎ辻 受付係   / * NSR 250RSE   (  7)

神戸市東灘区向洋町 慣熟担当主任/光電管設置係 *NSR 250R SE(78)

大阪府東大阪市藤戸 Jl定統括責任/111定統括責任 *NSR 250R  (61)

京都市西京区川島調 練習統括責任/練習統括責任 *ピファー7∞  (59)
大阪市西成区橘3- 慣熟り‐ダ‐ /スト|・Jチ指導  *シ

｀
ェヽ
‐

"CPS (19)
大阪府茨木市紫明日 会場統括責任/会場統括責任 *DR 250R  (30)

大阪府枚方市牧野下 /車両誘導主任 *プロスPl  (41)

大阪府河内長野市市 指導統括責任ノインスめクタ‐  *フ ‐
0ス Pl  (44)

京都市左京区上高野 ノタイム計測係  *VTR 1000F (18)

京都府亀岡市塩屋町 慣熟り‐夕‐` ノ光電警設置係 *C8R41XIRR (45〉

京都市伏見区竹田七 なんでもOκ :/な んでもOK!*tリァー750 (82)

大阪府高槻市東上牧 ノスタ・夕・1系      * NSR 250R     ( :3)



クラスノセ
｀
ッケン  タに  44

大阪市旭区清水4-       /″ ム計測主任 *CRM 250 AR

大阪府高槻市野田1       /解 説DJ係  *CRM 2511AR

大阪市鶴見区放出東 なんでもOK:ノなんでもOK!*NSR 2"R

神戸市灘区楠丘町6 イヽ
‐
ハ統括者 /      *フ ‐

0ス Pl

GRAミーティング
開催のお知らせ

下記の予定で、GRAミーティング

を開催します。

GRA活動に興味や関lbがある

方は、どなたも参加して下さい。

加予約や参加費は必要あり

せん。

開催日8吉 : 1999年 7月 18日 (日 )

13:OO～ 17:00
開催場所 : 大阪スポーツ会館 3F

大阪市 西区 靭 本町 1丁目 靭公園内
(地下鉄四つ橋線 本町下車徒歩3分 )

○ 今年前半のGRA活動を振り返り、後半以降の活動をより充実させる為に開催し

ます。実りあるミーティングにするために、あらかじめ意見 要望 質FoO 疑間

などを、まとめてきて下さい。

O GRAイベントヘの参力0回数はFo3い ません。初めての方もご紹介下さい。

O当ミーティングは、年初 7/11開催予定力ヽ 日程変更されたものです。

ジムカーナ文化を創造する

剛 靱̈

住 所 スタッフA スタッフB 参加回数 前回参加

C 88 堀川 秀人

C 89 久谷 忠与

c 90 竹内 文二

C 91 小林 裕之

参

ま

ａ

‐０

”

‐８

99/05/05

99/05/16

99/05/05

99/05/16


