
GR Garage さいたま中央 オートテスト in 筑波 参加者リスト(出走順)

開催日: 2020年9月21日 (月・祝日), 開催場所: 筑波サーキット・コース1000 パドック

タイムスケジュール

ゲートオープン 8:00 練習走行 *ゼッケン順に1本 9:40～10:40

参加受付 8:10～8:40 競技走行1本目 10:50～11:50

慣熟歩行(コースオープン) 8:40～9:10 昼休み(コースオープン) 12:00～12:50

ブリーフィング 9:15～ 競技走行2本目 13:00～14:00

表彰式・閉会式 14:30～

インフォメーション

・発熱(微熱)、咳、風邪諸症状、倦怠感、臭覚・味覚異常や体調がすぐれない方は、ご来場をご遠慮ください。

・2週間以内に37.5℃以上の熱があった方は、ご来場をお控えください。

◯走行受付前のお願い

会場入場時にスタッフによる体温検査を行います。発熱がある場合、および体調がすぐれないと判断させていただいた場合は走行をお断りし、ご帰宅をお願いします。

筑波サーキット所定の問診票にご記入、ご提出いただきます。事前にダウンロードし記入していただいておくと便利です。

当日、参加費をお支払いいただきますが、お釣りの無いようにご準備をお願いします。

◯施設内でのお願い

走行者の走行時以外は体調に留意してのマスク着用、および同行者もマスク着用をお願いします。

ソーシャルディスタンス(社会的距離)の確保にご協力ください。

受け付けなどでは、参加者同士1.5～2メートルの間隔をあけてお並びください。お並びいただくマークがある場所では厳守してください。

スタッフが誘導する際は、その指示に従ってください。手洗い、うがいを定期的に行ってください。

各施設内にアルコール消毒液を設置していますので、手指消毒にご活用ください。

体調がすぐれない方はお近くのスタッフまでお声がけください。

○昼食等の提供について

当日の会場にキッチンカーが来場します。有料になりますが、食事の提供を行うのでご利用ください。

会場には、飲料の自動販売機が数カ所あります。こちらもご利用ください。

○持ち物について

車両にゼッケンを貼るのに使用するビニールテープ、養生テープ等を持参してください。観戦用の折り畳みイスがあると便利です。

競技走行中は、車内に固定されていない、走行中に危険な積載物を降ろしていただきます。それらを置くのに使用するブルーシート等あると便利です。

No. W 名前 参加車両 都県 No. W 名前 参加車両 都県

1 16 木村 佳祐 スズキ/スイフト 茨城県 30 45,61 斉藤 央樹 スズキ/ラパン 東京都

2 17 上村 直輝 マツダ/ロードスター 東京都 31 菱沼 雄祐 ミツビシ/アイ・ミーブ 神奈川県

3 石塚 健太 ダイハツ/コペン 茨城県 32 長野 隆二 ホンダ/N-BOX 東京都

4 大熊 大輔 ダイハツ/コペン 千葉県 33 樽井 純一 ダイハツ/コペン ローブ 東京都

5 瀬戸 直喜 トヨタ/コペン GR SPORT 千葉県 34 井上 博夫 ダイハツ/コペン セロ 茨城県

6 和田 弘通 ダイハツ/コペン 群馬県 35 北条 福人 スズキ/スイフトスポーツ 埼玉県

7 川崎 雅広 スズキ/アルトワークス 埼玉県 36 大筒 久司 スズキ/スイフトスポーツ 東京都

8 三浦 秀男 スズキ/ジムニー 神奈川県 37 木元 徹 トヨタ/プリウス 埼玉県

9 木本 義之 ホンダ/シビック 茨城県 38 渡邉 恵一 マツダ/キャロル 栃木県

10 橋本 浩平 ホンダ/シビック 茨城県 39 浦野 伸行 ダイハツ/ムーヴコンテ 埼玉県

11 渡邉 啓磨 ホンダ/シビック 千葉県 40 日向野 修 マツダ/デミオ 東京都

12 榊田 陽平 ポルシェ/ボクスター 福島県 41 佐久間 航平 トヨタ/ラウム 千葉県

13 長沢 浩之 プジョー/207 茨城県 42 藤田 正行 トヨタ/カローラツーリング 千葉県

14 大池 真一 プジョー/RCZ 東京都 43 59 臼井 達哉 トヨタ/アクアクロスオーバー 栃木県

15 大野 文一 アバルト/595 埼玉県 44 60 小川 悠也 ホンダ/フリード 茨城県

16 1 木村 宏幸 スズキ/スイフト 茨城県 45 30,61 土屋 誠 スズキ/ラパン 東京都

17 2 上村 幸男 マツダ/ロードスター 東京都 46 遠藤 弘史 フォルクスワーゲン/ポロ 茨城県

18 紺野 真史 マツダ/アテンザワゴン 神奈川県 47 藤井 秀雄 フォルクスワーゲン/ゴルフ 東京都

19 根岸 伸治 スバル/BRZ 群馬県 48 永田 啓介 アバルト/124スパイダー 神奈川県

20 山内 慎也 トヨタ/MR-S 埼玉県 49 藤田 基 アバルト/595 埼玉県

21 浅田 勝利 マツダ/RX-8 埼玉県 50 竹原 英樹 BMW/MINI 東京都

22 大藪 弘憲 スバル/BRZ 千葉県 51 永山 栄司 BMW/320i 埼玉県

23 石塚 英孝 トヨタ/MR-2 埼玉県 52 泉 翔太 メルセデスベンツ/Cクラス 茨城県

24 森 信彦 スバル/BRZ 埼玉県 53 浅賀 敏雄 トヨタ/86 埼玉県

25 中村 英樹 トヨタ/86 埼玉県 54 尾原 康貴 ホンダ/Z 栃木県

26 秋山 翔 スバル/レガシィツーリングワゴン 千葉県 55 北村 隆始 スズキ/アルトワークス 茨城県

27 石貝 弘務 ミツビシ/ランサー 埼玉県 56 小野 敦史 ホンダ/ライフ 茨城県

28 阿久津 洋 スバル/インプレッサ 栃木県 57 三木 健司 ホンダ/ジェイド 埼玉県

29 木村 隆行 スバル/WRX 埼玉県

W 名前 参加車両 都県

No. W 名前 参加車両 都県 64 國寄 隆祐 トヨタ/C-HR 千葉県

58 69 尾林 明子 ホンダ/インテグラ 東京都 65 畠山 翔 スバル/WRX 東京都

59 43 佐藤 礼菜 トヨタ/アクアクロスオーバー 栃木県 66 西塚 正 ホンダ/シティ 埼玉県

60 44 小川 知子 ホンダ/フリード 茨城県 67 三木 智史 ミツビシ/コルト 埼玉県

61 30,45 小林 早紀 スズキ/ラパン 埼玉県 68 熊谷 健一 ミツビシ/ランサー 埼玉県

62 大江 美由希 ミツビシ/ミニカ 埼玉県 69 58 尾林 憲一 ホンダ/インテグラ 東京都

63 加藤 真澄 トヨタ/ヴィッツ GR SPORT 東京都

レディースクラス (参加6台, 入賞2位まで.)

ATクラス (参加28台, 入賞6位まで.)MTクラス (参加29台, 入賞6位まで.)

エキスパートクラス (参加6台, 入賞2位まで.)


