
１位 猪俣　　紀良 フロンテ １’０８”７

２位 重田　　博之 フロンテ １’１１”４

１位 田中　　邦昭 サニ－ １’０８”３

２位 山田　　輝昭 チェリ－ １’０８”４

３位 中山　　三郎 サニ－ １’０９”２

１位 稲村　　政幸 ブルＳＳＳ １’０７”２

２位 尾野　　通男 ギャラン １’０９”０

３位 荒木　　為久 ブルＳＳＳ（４１０） １’０９”４

４位 森川　　三郎 ギャランＧＴＯ １’１９”０

１位 押尾　　誠一 ホンダＮ３６０ １’０２”３

２位 市川　　隆久 フロンテ １’０２”７

３位 猪俣　　芳昭 ホロンテ １’０４”７

４位 田中　　　 孝 ホンダＮ３６０ １’０４”９

５位 諸橋　　　 巌 ホンダＮ３６０ １’０５”８

１位 黒川　　政之 パブリカ １’００”７

２位 柳田　　 　孝 カロ－ラ １’０１”８

３位 田添　　辰雄 サニ－ １’０３”３

４位 矢崎　　幸明 サニ－ １’０３”５

５位 天貝　　英夫 サニ－ １’０３”６

６位 高橋　　 　勝 パブリカ １’０３”６

１位 美濃部  誠一 ブルＳＳＳ １’０４”０

２位 鏑木　　孝豊 ブルＳＳＳ １’０４”８

３位 山崎　　好一 ブルＳＳＳ １’０５”１

４位 平野　　宗孝 ベレットＧＴ １’０５”８

５位 新井 美伎男 トヨタ１６００ＧＴ １’０６”１

１位 砂山　　捷一 ホンダＳ８００ １’００”０

２位 鈴木　　 　実 フェアレディ２０００ １’０１”６

３位 大塚　　要一 ホンダＳ８００ １’０４”７

４位 荒井　　　 均 フェアレディ２０００ １’０５”３

５位 深野　　文夫 ロ－タリ－ク－ペ １’０６”３

１位 田村　　弘近 フロンテ 　　５９”６

１位 山田　　陽一 パブリカ 　　５９”１

２位 井上　　武司 サニ－ 　　５９”７

３位 榎本　 　　進 パブリカ １’００”９

１位 高沢　　敏夫 ブルＳＳＳ １’０１”４

２位 河西　　裕二 ブルＳＳＳ １’０３”２

３位 高橋　　泰明 ブルＳＳＳ １’０３”７

１位 村井　　直男 ホンダＳ８００ 　　５７”９

２位 三武　　 　務 フェアレディ２０００ 　　５８”３

３位 菅沼　　幸夫 ホンダＳ８００ 　　５８”３

４位 砂山　　富男 ホンダＳ８００ 　　５９”１

１位 菅沼　　義和 ホンダＳ８００ 　　５８”４

スペシャル部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加２台

チャンピオン部門Ａクラス（３６０ｃｃまで）改造車　　　　参加４台

チャンピオン部門Ｂクラス（１３００ｃｃまで）改造車　　　参加１１台

チャンピオン部門Ｃクラス（１６００ｃｃまで）改造車　　　参加７台

チャンピオン部門Ｄクラス（オ－プンクラス）改造車　　参加８台

ジュニア部門Ａクラス（３６０ｃｃまで）改造車　　　　　　　参加１６台

ジュニア部門Ｂクラス（１３００ｃｃまで）改造車　　　　　　参加２７台

ジュニア部門Ｃクラス（１３０１ｃｃ以上）改造車　　　　　　参加１７台

ジュニア部門Ｄクラス（オ－プン）改造車　　　　　　　　　参加１６台

モ－ビル杯争奪ＴＡＣＳ　ジュニアチャンピオンジムカ－ナ　　準国内競技

’７１年１０月２４日　　　　　開催場所：大磯ロングビ－チ　　主催：東京自動車クラブ

ノ－マル部門Ａクラス（３６０ｃｃまで）　　　　　　　　　　　参加１０台

ノ－マル部門Ｂクラス（１３００ｃｃまで）　　　　　　　　　　参加１５台

ノ－マル部門Ｃクラス（１３０１ｃｃ以上）　　　　　　　　　　参加２０台



１位 稲村　　政幸 ＴＡＣＳｂｙサニ－ 1’03”1

２位 田中　 　　厚 サニ－ 1’03”6

３位 堀　　　 光昭 サニ－ 1’03”7

４位 牧方　　政明 チェリ－1200 1’09”5

５位 清水　　寿一 ホンダ1300 1’09”5

６位 永井　　俊一 チェリ－ 1’10”3

１位 松本　　真吾 ヨコスカ・レビン 1’07”2

２位 平山 孝太郎 スプリンタ－トレノ 1’10”9

３位 鈴木　 　　登 サバンナ 1’10”0

４位 岸田　　文夫 ブルバ－ド 1’12”9

５位 細川　　国男 ブルバ－ドＵ 1’18”0

６位 鈴木　　　修 サバンナ 1’19”9

１位 吉井　　邦喬 フロンテ 　　55”9

２位 遠藤　　正夫 フロンテ 　　57”0

３位 市川　　隆久 フロンテ 　　57”2

４位 遠藤　 　　彰 フェロ－マックス 1’04”3

５位 松岡　　善夫 ホンダＮ 1’28”1

１位 水谷　　志浩 サニ－1200 　　55”9

２位 鈴木　　正弘 カロ－ラ 　　56”8

３位 井上　　武司 カロ－ラ 　　58”2

４位 黒川　　政之 ＡＣＫＳパブリカ 　　59”4

５位 坂本　　修身 パブリカ 1’00”2

６位 齋藤　　修一 カロ－ラ 1’00”4

１位 磯　 　　文夫 モンキ－ベレット 　　59”3

２位 高井　 　　竪 ブル－バ－ド 　　59”7

３位 猿山　　恭司 モンキ－ベレット 1’02”6

４位 鈴木　 　　明 ベレットＧＴ 1’03”5

５位 中島　　清美 トヨタ１６００ 1’03”5

６位 斉藤 多美雄 マツダ 1’05”2

１位 吉川　　重利 ダンディマ－クⅢ８００ 　　53”7

２位 村井　　直男 ホンダＳ８００ 　　54”0

３位 山口　　友孝 エコ－ホンダＳ８００ 　　55”3

４位 菅沼　　義和 ホンダＳ８００ 　　55”3

５位 矢崎　　幸明 サニ－ 　　55”8

６位 吉川　　孝夫 ダンディマ－クⅢ８００ 　　55”8

ミニカ－クラス　　　　　　　出走台数　　　６台

Ｔ－１クラス　　　　　　　　　出走台数　１９台

Ｔ－２クラス　　　　　　　　　出走台数　１５台

Ｓクラス　　　　　　　　　　 出走台数　　１１台

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（準国内）

日程：’７３年３月１１日　場所：大磯ロングビ－チ 　　　　　主催：日刊スポ－ツ新聞

ノ－マルＡクラス　　　　　出走台数　　１４台

ノ－マルＢクラス　　　　出走台数　　　９台

日刊スポ－ツ・ジムカ－ナ競技会第１戦



１位 紺野　　照雄 サニ－ 　５０”３０

２位 田中　  　 厚 サニ－ 　５０”３０

３位 牧方   　政明 チェリ－ 　５２”６０

４位 堀　  　 光昭 サニ－ 　５３”１０

５位 石田尾 謙一 ＴＡＣＳサニ－ 　５３”１０

６位 河辺　 定美 ＴＡＣＳサニ－ 　５４”５０

１位 杉本　　和雄 サバンナＧＴ 　５２”８０

２位 稲村　　政幸 ＴＡＣＳ５１０ 　５３”４０

３位 松本　　真吾 ２７レビン 　５４”００

４位 本田　　 　正 サバンナＧＴ 　５４”４０

５位 平山 孝太郎 スプリンタ－ 　５５”６０

６位 鈴木　 　　修 サバンナＧＴ 　５６”００

１位 遠藤　　正男 フロンテ 　４６”６０

２位 ＪＯＨＮ　ＪＯＮＥＳ ホンダ 　５０”７０

３位 遠藤　　　彰 フェロ－マックス 　５３”２０

４位 矢部　 省三 ホンダＺ 　５５”９０

５位 佐藤　　裕司 フェロ－ 　５６”４０

６位 松岡　　善夫 ホンダＺ １’００”００

１位 黒川　　政之 ＡＣＫＳパブリカ 　４６”７０

２位 井上　　武司 カロ－ラ 　４７”７０

３位 北村    安正 ＡＣＫＳパブリカ 　４８”２０

４位 守田 澄美雄 スバル１３００ 　４８”５

５位 佐藤　　孝夫 スバル 　４９”５０

６位 藤中　　芳行 カロ－ラク－ペ 　４９”７０

１位 佐藤  みのる ブルバ－ド５１０ 　４８”８０

２位 見城 真理雄 ブルバ－ド５１０ 　４９”５０

３位 磯　　　文夫 モンキ－ベレットＧＴ 　５０”００

４位 高井　　 　堅 ブルバ－ド５１０ 　５０”００

５位 中島　　清美 トヨタ１６００ＧＴ 　５１”９０

６位 鈴木 　 　明 ベレットＧＴ 　５２”１０

１位 吉川　　重利 ホンダＳ８００ 　４５”１０

２位 座間　　　 勇 ホンダＳ８００ 　４５”１０

３位 吉川　　孝夫 ホンダＳ８００ 　４５”６０

４位 矢崎　　幸明 サニ－ 　４６”３０

５位 齋藤　　　肇 ホンダＳ８００ 　４７”６０

６位 今井　　公平 ホンダＳ８００ 　４８”１０

Ｓクラス　　　　　　　　　　 出走台数　　７台

ノ－マルＢクラス　　　　出走台数　　２２台

ミニカ－クラス　　　　　　　出走台数　１４台

Ｔ－１クラス　　　　　　　　　出走台数　２２台

Ｔ－２クラス　　　　　　　　　出走台数　１１台

日刊スポ－ツ・ジムカ－ナ競技会第２戦

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（準国内）

日程：’７３年４月１日　場所：大磯ロングビ－チ　　　　　　主催：日刊スポ－ツ新聞

ノ－マルＡクラス　　　　　出走台数　　１５台



１位 堀　 　　光昭 サニ－ク－ペ 　　５７”１０

２位 田中　　　 厚 サニ－ク－ペ 　　５７”８０

３位 曾我　　範昭 サニ－ 　　５８”３０

４位 美ノ島  盛一 サニ－ 　　５９”７０

５位 鈴木 　　　猛 サニ－ １’０１”８０

６位 松山　　茂夫 サニ－ １’０１”９０

１位 稲村　　政幸 ＴＡＣＳ５１０ 　 ５７”３０

２位 本田  　　 正 サバンナＧＴ 　 ５７”８０

３位 杉本　　和雄 サバンナＧＴ 　 ５８”４０

４位 金子　　昭二 サバンナＧＴ 　 ５９”４０

５位 鈴木　　　 修 サバンナＧＴ １’００”５０

６位 平山 孝太郎 スプリンタ－トレノ １’００”７０

１位 市川　　隆久 フロンテ 　 ５０”８０

２位 吉井　　邦喬 フロンテ 　 ５１”７０

３位 猿渡　　和行 フロンテ 　 ５３”２０

４位 鈴木　登美雄 ホンダ 　 ５４”００

５位 榎本　　哲朗 ホンダ 　 ５４”４０

６位 遠藤　 　　彰 フェロ－マックス 　 ５７”８０

１位 黒川　　政之 ＡＣＫＳパブリカ 　 ４９”４０

２位 水谷　　志浩 サニ－ 　 ５１”８０

３位 北村　　安正 ＡＣＫＳパブリカ 　 ５２”６０

４位 鈴木　　正広 カロ－ラ 　 ５３”１０

５位 藤中　　芳行 カロ－ラ 　 ５３”１０

６位 片野　　良邦 サニ－ 　 ５４”３０

１位 金子  　 一郎 ファミリアロ－タリ－ 　 ５０”００

２位 高井　　  　堅 ブルバ－ド 　 ５３”８０

３位 庫田　　 裕二 カロ－ラ１６００ 　 ５６”４０

４位 佐藤  みのる ブル５１０ 　 ５６”５０

５位 鈴木  　 　明 ベレット 　 ５６”７０

６位 見城 真理雄 ブルバ－ド 　 ５６”７０

１位 山口　　友孝 エコ－ホンダＳ８ 　 ５０”１０

２位 吉川　　孝夫 ダンディマ－クⅢ 　 ５０”５０

３位 吉川　　重利 ダンディマ－クⅢ 　 ５１”５０

４位 矢崎　　幸明 サニ－ 　 ５２”４０

５位 宍倉　　　 満 パブリカ 　 ５３”４０

６位 Ｐｅｂｈｏｌｚ ホンダＳ８ 　 ５８”１０

Ｔ－２クラス　　　　　　　　　出走台数　１４台

Ｓクラス　　　　　　　　　　 出走台数　　７台

ノ－マルＡクラス　　　　　出走台数　　１０台

ノ－マルＢクラス　　　　出走台数　　１９台

ミニカ－クラス　　　　　　　出走台数　１３台

Ｔ－１クラス　　　　　　　　　出走台数　２２台

日刊スポ－ツ・ジムカ－ナ競技会第３戦

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（準国内）

日程：’７３年５月６日　場所：大磯ロングビ－チ　　　　　　主催：日刊スポ－ツ新聞



１位 田中　　 　厚 サニ－ １’１４”５０

２位 石田  尾謙一 ＴＡＣＳサニ－ １’１５”８０

３位 堀　　　 光昭 サニ－１２００ １’１６”１０

４位 鈴木　　一男 南埼シビック １’１７”５０

５位 金網　　幸雄 サニ－ １’１７”８０

６位 安田　　千秋 ＴＡＣＳサニ－ １’１８”８０

１位 稲村　　 政幸 ＴＡＣＳ５１０ １’１５”５０

２位 金子　　 昭二 サバンナＧＴ １’１６”００

３位 杉本　　 和雄 サバンナＧＴ １’１６”５０

４位 小泉　　勇司 カロ－ラレビン １’１８”７０

５位 花澤　潤一郎 ＡＣＫＳギャラン １’１８”７０

６位 宮田　 　　 守 ＴＡＣＳＦＴＯ １’１９”８０

１位 市川　　隆久 フロンテ １’０４”５０

２位 榎本　　哲朗 ホンダＮ５００ １’０８”８０

３位 猿渡　　和行 フロンテ １’０９”８０

４位 ＪＯＨＮ　ＪＯＮＥＳ ホンダＮ５００ １’１３”３０

５位 桐生　　一夫 ホンダＮ３６０ １’１５”００

６位 遠藤　  　彰 フェロ－マックス １’１６”８０

１位 黒川　　政之 ＡＣＫＳパブリカ １’０５”４０

２位 吉井　　邦喬 カロ－ラ １’０７”３０

３位 遠藤　　正男 藤沢レ－サ－サニ－ １’０７”７０

４位 佐藤　　孝夫 レ－サ－スバル1000 １’０８”５０

５位 水谷　　志浩 サニ－1200 １’０９”６０

６位 野口　　一男 ファミリア１２００ １’１１”５０

１位 松本　 　　悟 鹿沼５１０ １’０８”８０

２位 中里　　 　広 ブルバ－ド １’１２”７０

３位 磯崎 　康弘 ブルバ－ドＳＳＳ １’１２”７０

４位 中島　　清美 トヨタ１６００ＧＴ １’１３”００

５位 磯　 　　文夫 モンキ－ベレット １’１３”８０

６位 鈴木　　　明 ベレットＧＴ １’１３”９０

１位 山口　　友孝 ホンダＳ８００ １’０４”２

２位 吉川　　孝夫 ダンディマ－クⅢ １’０５”００

３位 吉川　　重利 ダンディマ－クⅢ １’０６”５０

４位 津田　　 　薫 フェアレディＲＳ２０ １’０７”４０

５位 堀越　　和明 ホンダＳ８００ １’０８”３０

６位 矢崎 　 幸明 サニ－ １’０９”６０

７５点

７１点

６９点

Ｔ－２クラス　　　　　　　　　出走台数　１５台

Ｓクラス　　　　　　　　　　 出走台数　　７台

ノ－マル部門　グァム島招待　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　  ※
これによって黒川選手との友情が深まり、お互い年を取ったが、今尚、友人と
しての付き合いが有る｡

稲村　　政幸

黒川　　政之

田中　　　厚

改造車部門　　グァム島招待

ノ－マル部門  次点

刊スポ－ツ・ジムカ－ナ競技会総合シリ－ズポイント

日程：’７３年６月３日　場所：大磯ロングビ－チ　　　　　　主催：日刊スポ－ツ新聞

ノ－マルＡクラス　　　　　出走台数　１６台

ノ－マルＢクラス　　　　出走台数　２３台

ミニカ－クラス　　　　　　　出走台数　１３台

刊スポ－ツ・ジムカ－ナ競技会第４戦

　　　　　　　　　　　　　　　　 　（準国内）

Ｔ－１クラス　　　　　　　　　出走台数　１６台
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