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ＪＭＲＣ関東千葉県支部

ジ ム カ － ナ 部 会
ダ－トトライアル部会

2016
公 示

ＪＡＦ関東地域クラブ協議会（ＪＭＲＣ関東）千葉県支

部ジムカーナ部会及びダートトライアル部会、東京支部

ジムカーナ部会に賛同するクラブが主催する競技会「ス

ピード行事競技ジムカーナ及びダートトライアル」は、

日本自動車連盟（ＪＡＦ）公認のもとに、国際自動車連

盟（ＦＩＡ）の国際モータスポーツ競技規則に準拠した

ＪＡＦ国内競技規則、スピード行事競技開催規定、ＪＡ

Ｆ国内競技車両規則に従い、かつ本共通特別規則書及び

各競技会特別規則書により開催される。

ＪＭＲＣ千葉･東京ジムカーナシリーズ
千葉県ダートトライアルシリーズ
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２０１６

ＪＭＲＣ千葉･東京ジムカーナシリ－ズ

千葉県ダ－トトライアルシリ－ズ

共通特別規則書

第１章　総　　　則

第１条　競 技 種 目

　四輪自動車によるジムカーナ競技及びダートトライア

ル競技。

第２条　参 加 車 両

　2016年ＪＡＦ国内競技車両規定の第３編スピード車両

規定に従っていること。

第３条　カテゴリー

⑴参加車両は下記のグループに分類される。

〔ジムカーナ、ダートトライアル部門〕

Ｐ　　グループ…2016年第３編スピード車両規定、 

　スピードＰ車両に適合した車両。

ＰＮ　グループ‥2016年第３編スピード車両規定、 

　スピードＰＮ車両に適合した車両。

Ｎ　　グループ…2016年第３編スピード車両規定、 

　スピードＮ車両に適合した車両。

ＳＡ　グループ…2016年第３編スピード車両規定、 

　スピードＳＡ車両に適合した車両。

ＳＡＸグループ…2016年第３編スピード車両規定、

　スピードＳＡＸ車両に適合した車両。

Ｂ　　グループ…2016年第３編スピード車両規定、 

　スピードＢ車両に適合した車両。

ＳＣ　グループ…2016年第３編スピード車両規定、 

　スピードＳＣ車両に適合した車両。

Ｄ　　グループ…2016年第３編スピード車両規定、 

　スピードＤ車両に適合した車両。

⑵クラス

　各グループとも下記の排気量別に区分される。

〔ジムカーナ部門〕(Ｐ･ＰＮ・Ｎ･Ｂ･ＳＡ･ＳＣ･Ｄグループ)

ＮＴ1500　Ｐ･ＰＮ･Ｂ･ＳＡ･Ｎ車両で排気量1586㏄

以下の前輪駆動車。
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ＮＴＦ　　Ｐ･ＰＮ･Ｂ･ＳＡ･Ｎ車両で排気量区分無

しの前輪駆動車。

ＮＴＲ１　Ｐ･ＰＮ･Ｂ･ＳＡ･Ｎ車両で排気量2000㏄

以下の後輪駆動車で、車両型式ＡＰ１お

よびエンジン型式が変更された車両を除

く。

ＮＴＲ２　Ｐ･ＰＮ･Ｂ･ＳＡ･Ｎ車両で排気量区分無

しの後輪駆動車。

ＮＴ４　　Ｐ･ＰＮ･Ｂ･ＳＡ･Ｎ車両で排気量区分無

しの４輪駆動車。

Ｓ２　　　Ｐ･ＰＮ･Ｂ･ＳＡ･Ｎ車両で排気量区分無

しの２輪駆動車（※Ｓタイヤ装着可能）。

Ｓ４　　　Ｐ･ＰＮ･Ｂ･ＳＡ･Ｎ車両で排気量区分無

しの４輪駆動車（※Ｓタイヤ装着可能）。

ＰＮ１　　ＰＮ車両で排気量1600㏄以下の前輪駆動

車。

ＰＮ２　　ＰＮ車両で排気量1600㏄を超える前輪駆

動車。

ＰＮ３　　ＰＮ車両で排気量2000㏄以下の後輪駆動

車。

ＰＮ４　　ＰＮ車両で排気量2000㏄を超える後輪駆

動車（ＦＲ）、類別区分・型式指定のな

い前輪駆動車（ＦＦ）、後輪駆動車（ＦＲ）。

ＰＮ５　　ＰＮ車両でＰＮ１･ＰＮ２･ＰＮ３･ＰＮ

４に該当しない車両。

ＳＣ／Ｄ　ＳＣ車両およびＤ車両で排気量・駆動方

式の区分無し。

＊　但し、参加者は当該主催クラブのクラブ員とする。

上記以外のクラスを設ける場合は特別規則書に明記す

る事。（Ｐ･ＰＮ･Ｎ･Ｂ･ＳＡ･ＳＣ･Ｄグループ）

＊　ＰＮクラスの装着タイヤは、2016年全日本ジム

カーナ／ダートトライアル選手権統一規定　第２条

の規定に従う事。

＊　ＰＮクラスは2016年日本ジムカーナ／ダートトラ

イアル選手権統一規則 第２条２）を適用する。

＊　ＰＮ１～ＰＮ３クラスは「ＪＡＦ登録車両規定 

第２条２」による車両は除く。

〔ダートトライアル部門〕

＊　フレッシュマンシリーズ（Ｐ･ＰＮ･Ｎ･Ｂ･ＳＡ･

ＳＡＸ･ＳＣ･Ｄグループ）

　フレッシュマンクラス：気筒容積及び駆動方式及び

参加車両は問わない。

＊　ダートトライアルシリーズ(Ｐ･ＰＮ･Ｎ･Ｂ･ＳＡ･
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ＳＡＸ･ＳＣ･Ｄグループ)

クラス－１　1,500㏄までの車両及び2016年第３編ス

ピード車両規定、スピードＰＮ-１車

両に適合した車両。

クラス－２　2016年第３編スピード車両規定、スピード

ＰＮ-１車両を除く、1,500㏄を越え3,000㏄

までの車両。

クラス－３　3,000㏄を越える車両。

ＦＲクラス　気筒容積を問わず､後輪駆動（ミッドシッ

プ及びリヤーエンジン車を含む)車両。

クラスＬ　　カテゴリ・気筒容積を問わず、女性に

よる参加クラス

＊　ダートトライアル部門のＰ･ＰＮ･Ｎ･Ｂ･ＳＡ･Ｓ

ＡＸグループに所属する車両は、６点式以上のロー

ルバーの取付けが望ましい、またオープンボディの

車両は参加出来ない。

＊　ダートトライアル部門では、４点式以上の安全ベ

ルト着用を義務付ける。

第２章　参加者及び競技運転者

第４条　参　加　者

　参加者は本年度有効なＪＡＦ発給の競技参加者許可証

の所持者でなければならない。

　但し、参加者を競技運転者が兼ねる場合は、この限り

ではない。

第５条　競技運転者

⑴競技運転者は当該車両を運転することができる運転免

許証を所持していること。

⑵本年度有効なＪＡＦ発給の競技運転者許可証を所持して

いることを強く推奨する。

⑶20才未満の競技運転者は参加申込に際し、親権者の同

意の署名捺印を必要とする。

第３章　参加申込受付・締切及び拒否
第６条　参 加 受 付

⑴所定の参加申込書及び車両改造申告書に必要事項を記

入し、署名捺印のうえ参加料を添えて各主催クラブの

大会事務局に申込むこと。

⑵電話による参加申込みは受付けない。

⑶参加申込み締切後５日以内に参加申込者に対して、参

加受理の諾否を通知する。

第７条　参加申込みの締切り

　原則として、競技会開催日の10日前とするが、締切日
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以前に参加台数、又は参加人数に達した場合はその時点

で参加申込みの受付を締切る場合がある。

第８条　参加申込みの拒否

　各オーガナイザーは､理由を明示することなく､参加を

拒否する権限を有する。この場合の参加料は、申込者に

返還する。

　尚、締切日を過ぎてからの申込みは､事務手数料1,500

円を差し引いて返還する。

第９条　参　加　料

⑴千葉・東京ジムカーナシリーズ…１名につき11,000円

(ジムカーナ)女性及び学生は１名につき 9,000円

※第２戦のみ…１名につき13,000円

＊　申込の際、学生証の写しを添付すること。(当日

提示すること)

千葉県ダートトライアルシリーズ…

　　　　　　　　　　　　　１名につき12,000円

千葉県フレッシュマンシリーズ…

　　　　　　　　　　　　　１名につき12,000円

⑵正式に参加受理した場合、参加料は返還されない。

第10条　競技会場受付

　参加者は競技会当日受付にて、運転免許証、競技参加

者許可証及び競技運転者許可証を提示すること。

第11条　参加台数及び参加人数

⑴参加台数は、各競技会特別規則書に記載する。

⑵同一車両による重複参加は３名までとする。

⑶競技運転者は、１グループ・１クラスのみ参加が認め

られる。

第４章　公式車両検査

第12条　公式車両検査

⑴車両検査は､各競技会のオーガナイザーの示すタイム

スケジュールに従って､指定の場所で受けなければな

らない。

⑵技術委員長は、不適当と判断した個所について修正を

命ずることができる。

⑶修正を命ぜられた車両は、再車検を受けなければなら

ない。

⑷技術委員長は､車両検査の時間外であっても随時､必要

に応じて競技車両の検査をすることが出来る。

⑸Ｐ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ･ＳＡＸ及びＳＣ車両による

参加者は、自己の車両の諸元を証明するために、車両

公認書及び詳細な仕様書・カタログ等を携行し提示を
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求められた場合にすみやかに提示できるようにするこ

と｡

⑹当該年度のＪＡＦ国内競技車両規則第３編スピード車

両規定に合致した車両で有ること。排気音量規制に従

い、排気音量をＪＡＦ測定方式により測定された音量

が､Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸグループの排気音量は96dB以下

でなければならない。ＳＣ・Ｄグループの排気音量は

96dB以下(ジムカーナ部門ではエンジン回転数6,000回

転で測定)でなければならない。

　尚、競技終了後、再車両検査においても、測定された

音量が規制値以下でなければならない。

⑺ロールバーを取り付けた車両は全て、保護パットを巻

くことを義務付ける。(フロント上部及び運転席側・

ＳＣ／Ｄを除く)

⑻ヘルメットは､ＪＡＦ国内競技車両規則の第４編付則｢

スピード行事競技用ヘルメットに関する指導要綱」に

適合するものの着用を義務付ける。この適合性は、ラ

ベルで表示されるか、または、証明できなければなら

ない。

　【注意】製造後10年を経過したヘルメットは、使用で

　　　 きない。

⑼ジムカーナ部門のＰ･ＰＮ･Ｎ･Ｂ･ＳＡグループに所属

する車両はＪＡＦスポーツに公示されたタイヤの使用

を一切禁止する。(ＪＡＦ公示№97-136　８／９月号

記載)

　又、ＮＴＦ･ＮＴＲ１･ＮＴＲ２･ＮＴ４クラスにおい

てタイヤ規制を行う。なお対象となるタイヤに関して

は、特別規則書に明記する事。

⑽安全ベルトは、ＪＡＦ国内競技車両規則及び第４編付

則「ラリー競技およびスピード行事競技における安全

ベルトに関する指導要綱」に従っていること。

⑾Ｐ・ＰＮ・Ｎ・Ｂ・ＳＡ・ＳＡＸグループのターボタ

イマー装着車は、競技中いかなる場合にもタイマーが

作動しないよう結線解除等の処置をしなければならな

い。

⑿車両検査を受けない車両及びその結果が不適当と判断

された車両は出走出来ない。

⒀車両に関しての疑義の最終判断は、各競技会技術委員

長が決定する。

第13条　再車両検査

⑴競技終了後、入賞車両は再車検を行う。なお、その場

合にかかった費用は全て参加者の負担とする。また、

その参加者は必ず立ち会うこと。
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⑵車両検査を含め、再車検を拒否または受けなかった場

合は失格とする。

第５章　車両変更及び競技運転者の変更

第14条　車両及び競技運転者の変更

⑴参加申込正式受理後の車両変更は、参加車両に故障、

破損等やむを得ない事情が有る場合のみとし、競技会

審査委員会の承認を得ること。

＊　車両変更は同一グル-プ､同一クラスで有ること。

＊　車両変更申請は当該競技会の参加確認受付終了まで

とする。

⑵競技運転者の変更は、正式受理後には認められない。

第６章　ゼ ッ ケ ン

第15条　ゼ ッ ケ ン

⑴ゼッケンは、オーガナイザーの指定したものを使用し、

指定された位置に正しく貼付ける。

　＊ 　ダートトライアルのシードゼッケンについては、除く。

⑵ゼッケンは、全周をテーピングすること。

⑶ゼッケン番号はオーガナイザーが決定し、これに対す

る特別な要求は受けない。

第７章　慣熟歩行及び走行

第16条　慣熟歩行及び走行

⑴慣熟歩行は原則として行い、ヒートごとに行う。

⑵競技会によっては、慣熟走行を行う場合もある。

⑶慣熟走行は車両検査に合格した車両で行う。

⑷慣熟走行は、競技運転者１人で行う。

第８章　競　　　技

第17条　ス タ ー ト

⑴スタート方法はランニングスタートとする。

⑵スタートラインと計測ラインの距離はジムカーナ部門

　５ｍ以内、ダートトライアル部門20ｍ以内とする。

⑶スタートとフィニッシュの光電管の高さは同一に設定

する。

⑷スタート合図は、日章旗又はクラブ旗を用いるが、信

号灯を使用する場合は、グリーンランプがスタート合

図となる。
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⑸詳細は、各競技会特別規則書に記載する。

第18条　競　　　技

⑴原則として、ゼッケン番号順に競技を行う。

⑵競技は２回行い、ベストタイムが成績となる。

⑶天候又はコースコンディションにより、１回の走行の

みで打切る場合も有る。

第19条　計　　　時

⑴計測は、競技車両が最初のコントロールラインを横

切った時より開始し、最終のコントロールラインを横

切った時に終了する。

⑵計測は、自動計測機器又は２個以上のストップウォッ

チを使用し1/100秒以上まで計測し､その計測結果を成

績とする。万一自動計測機器の故障等が発生した場合

に限り２個以上のストップウォッチの平均タイムを成

績とする。

第20条　信 号 合 図

日章旗・クラブ旗又はグリーンランプ…競技スタート。

黄　旗……真横または真上に静止して提示……パイロン

　　　　　移動、転倒、脱輪。

黒　旗…………………………………ミスコース。

赤旗又はレッドランプ………………危険有停止せよ。

緑　旗…………………………………コースクリア。

チェッカー旗…………………………競技ゴールイン。

第21条　順 位 決 定

⑴順位は､原則として２回の走行タイム(ペナルティ加

算)の内､ベストタイムをとり､短いタイムを記録した

者を上位とする。（その他の順位決定は特別規則書に

記載する）

⑵同タイムの者が複数の場合は、次の通り順位を決定する。

(Ⅰ)セカンドタイムの短い者。

(Ⅱ)排気量の小さい順。

(Ⅲ)競技会審査委員会の決定による。

第９章　罰則及び失格規定

第22条　罰 則 規 定

⑴反則スタートは、10秒を走行タイムに加算する。

⑵パイロンの接触は１回につき５秒を加算する。

⑶最終コントロールラインを車両の全てが通過するま

で、パイロン接触の対象となる。但し、特別規則書に

定められている場合、この限りではない。

⑷フィニッシュ後、完全停止を行なわせる場合は公式通

知によって明示する事。
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第23条　失 格 規 定

　次の行為をした時、参加者及び競技運転者は当該競技

会を失格とする。

⑴競技役員の重大な指示に従わなかった場合。

⑵不正行為をした場合。

⑶コースアウト等で当人以外に損害を与えた場合。

⑷車両検査を受けた後から車両保管が終了するまでの間

に、技術委員長の承認を得ずに競技車両を変更、改造

をした場合。

⑸競技車両を競技会中に競技長の承認を得ずに競技会場

より搬出した場合。

⑹次の行為をした時、参加者及び競技運転者はその回の

競技を無効とする。

(Ⅰ)スタート時刻までにスタート位置に着かない場

合。

(Ⅱ)スタート合図後10秒経過してもスタートしない場

合。

(Ⅲ)ミスコースと判定された場合。但し､判定される

前にミスコースに気付き､直ちに後退で車両を正

しいコースに戻した場合はこの限りではない。

第10章　棄　　　権

第24条　棄　　　権

　競技運転者が途中で競技を中止する場合は明確に意志

表示を行い､その旨競技役員に申し出なければならな

い。

第11章　損害の補償

第25条　損害の補償

⑴参加者及び競技運転者は、参加車両及びその付属品を

破損･紛失･盗難等の場合、並びに会場の器物を破損し

た場合は、理由の如何を問わず、各自が責任を負わな

ければならない。

⑵参加者･競技運転者･ヘルパー・ゲストはＪＡＦ及び

オーガナイザーの大会役員･競技役員が､一切の損害賠

償の責任を免除されていることを了承していなければ

ならない。即ち、大会役員・競技役員がその役務に最

善を尽くすことは勿論であるが、もしその役務遂行に

よって起きたものであっても、参加者・競技運転者・

ヘルパー・ゲスト・観客・大会関係者の死亡・負傷・

車両損害等に対しては一切の損害賠償責任を負わない

ものとする。
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第12章　抗　　　議

第26条　抗　　　議

⑴参加者及び競技運転者は自分が不当に処遇されている

と判断した場合、これに対して抗議することが出来る。

但し、本共通特別規則に規定された出場拒否に対して

の抗議は受け付けられない。

⑵抗議を行う時は必ず書面により理由を明記し、抗議料

として１件に付20,900円を添えて競技長に提出しなけ

ればならない。

⑶競技会審査委員会の裁定結果は当事者に口頭で伝えら

れる。

⑷抗議料は抗議が成立した場合のみ返還される。

⑸車両の分解検査に要した費用はその抗議が不成立の場

合は、抗議提出者、成立した場合には抗議対象者が支

払わないければならない。この際、車両の分解等に要

した費用は技術委員長が算定する。

⑹コース委員の判定及び計時装置に関する抗議は受付け

ない。

第27条　抗議の時間制限

　抗議の提出制限時間は次の通りとする。

⑴技術委員の決定…決定直後

⑵競技中の過失･反則…競技終了後30分以内

⑶成績の発表…暫定発表後30分以内

　上記以外の制限時間は、国内競技規則に準拠する。

第13章　競技会の延期･中止又は短縮

第28条　競技会の延期･中止又は短縮

⑴保安上又は不可抗力による特別な事情が有るときは、

競技会審査委員会の決定によって、その競技会を延期・

中止又は走行距離･競技回数を変更することができる。

⑵延期の場合、参加料はその当該競技会が延期された開

催日までオーガナイザーが保管する。しかし参加者が

延期された競技会へ参加しない場合、又は競技会が中

止された場合は、参加料は返還される。

第14章　参加者及び競技運転者の遵守事項

第29条　参加者及び競技運転者の遵守事項

　次の事項を守らない参加者及び競技運転者は、その競

技会を失格とする場合がある。

⑴全ての参加者は本共通規則に記載されている誓約の事項
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に従い、明朗かつ公正に行動し、言葉を慎み、スポーツ

マンシップに則ったマナーをたもたなければならない。

⑵競技中、又は競技に関係する業務についている時は、

薬品等によって精神状態をつくろったり、飲酒しては

ならず、許された場所以外で喫煙してはならない。

⑶オーガナイザーや大会後援者、競技会審査委員会の名

誉を傷つけるような言動をしてはならない。

⑷パドック内は最徐行で走行し、特に如何なる場所にお

いてもブレーキテストや極端な空吹かしは厳禁とす

る。また、エンジン始動中のジャッキアップも禁止する。

⑸慣熟走行を含み、競技中はヘルメット･安全ベルトを

着用し、運転席窓は全閉のこと。

⑹慣熟走行を含み､競技中はレーシングスーツ･レーシン

グシューズ･レーシンググローブを着用することが望

ましいが､一般に不快感を与えない長袖･長ズボン･運

動靴･孔の開いていない皮製､又は耐炎性のグローブを

着用する事。

⑺有効な自動車検査証を有さない競技車両は、各競技会

場まで必ずトラック積載にて搬入すること。いかなる

場合もトレッカー・レッカー車・牽引ロープ等による

搬入は認めない。

⑻参加者･競技運転者及び観戦者は、｢ＪＡＦ国内スピー

ド行事競技コースの公認に関する規定」に従い、競技

中いかなる場合もオーガナイザーが指定した場所以外

の立入を禁止する。

第15章　賞　　　典

第30条　賞　　典

賞典については、各競技会特別規則書に記載する。

第16章　シリーズ戦規定

　ＪＭＲＣ関東千葉支部ジムカーナ部会およびダートトライ

アル部会、東京支部ジムカーナ部会は2016年シリーズ規定を

以下の通り制定する。

第31条　シリーズ名称

　　⑴ＪＭＲＣ千葉・東京ジムカーナシリーズ（全７戦）

　　⑵千葉県ダートトライアルシリーズ（全８戦）

　　⑶千葉県フレッシュマンシリーズ（全８戦）

第32条　参加資格制限

〔ジムカーナ部門〕

　ＪＭＲＣ千葉・東京ジムカーナシリーズには参加資格

共通規則書-2016.indd   10 2016/02/03   9:55:33



－ 11 －

制限は設けない。

　但し、主催者が不適格と判断した選手は参加できない。

〔ダートトライアル部門〕

　千葉県ダートトライアルシリーズには参加資格制限は

設けない。但し､ＪＭＲＣ関東千葉県支部ダートトラ

イアル部会が不適当と判断した者は、参加出来ない。

又、千葉県フレッシュマンシリーズには、下記に該当

する者は参加出来ない。

⑴全日本選手権出場選手。

⑵各地区地方選手権ポイント取得者。

⑶ジュニアシリーズ各クラス上位10位までの入賞者及

び、シリーズ表彰選手。

⑷各県シリーズ及び千葉県フレッシュマンシリーズのシ

リーズ入賞者及び表彰選手。

＊　上記両部門の参加資格制限に抵触する虚偽の申告が

発覚した場合、その者が当該年度に取得したシリーズ

戦の得点は全て無効とする。

第33条　シリーズ戦の成立

〔ジムカーナ部門〕

⑴各競技会において、各クラスの参加台数が２台に満た

ない場合は､不成立とする。

＊　参加台数は参加申し込み台数とする。

⑵各クラスの成立が年間を通じて50％に満たなかった場

合は不成立とする。

〔ダートトライアル部門〕

　各競技会において､各クラスの参加台数が３台に満た

なかった場合は、そのクラスは不成立とする。

＊　今年度のクラス成立、不成立にかかわらず次年度の

クラス変更する場合が有る。

第34条　得　　　点

　各部門各クラスごとに下記の得点を与える。

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位

20 15 12 10 8 6 4 3 2 1

　各クラスが10台に満たなくとも上位の得点から与える。

第35条　有 効 得 点

⑴2016年ＪＭＲＣ千葉・東京ジムカーナシリーズ全７戦

中、上位５戦

⑵2016年千葉県ダートトライアルシリーズ全８戦中、上

位６戦

⑶2016年千葉県フレュシュマンシリーズ全８戦中、上位

６戦

　　上記各シリーズ戦の得点合計を有効得点とし、シ
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リーズ戦順位を決定する。

　各シリーズ戦に於いては、同一クラスで５戦以上の

参加がない場合、得点は無効となる。

第36条　得点の合計

〔ジムカーナ部門〕

　シリーズ戦に出場して得た各得点のうちから､高得

点を獲得した有効得点を合計して行う。出場回数が５

戦に満たない場合は､出場した競技会すべての得点を

合計する。

　但し、ＳＣ／Ｄクラスに関しては前年度シリーズ

チャンピオンのみポイントは与えられない。

〔ダートトライアル部門〕

　シリーズ戦に出場して得た各得点のうちから、高得

点を獲得した有効得点を合計して行う｡出場回数が､千

葉県戦は６戦､フレッシュマン戦は６戦､共に満たない

場合は､出場した競技会すべての得点を合計する。

第37条　シリーズ戦順位

　有効得点の合計後、同得点となった場合の順位決定は

下記の通りとする。

⑴高得点の獲得回数が多い者。

⑵より最終戦に近い獲得有効得点の高い者。

⑶ＪＭＲＣ関東千葉支部ジムカーナ部会、又はダートト

ライアル部会、東京支部ジムカーナ部会において審議

決定。

第38条　シリーズ表彰

(ジムカーナ部門)

　表彰は各クラスごとの平均参加台数30％とする。但

し、上位６位までを限度とする。

(ダートトライアル部門)

　表彰は、各クラス共、１位から６位までとする。

(尚、千葉県フレッシュマンシリーズは、１位から３

位までとする。)

(シリーズ表彰式は、別途会場にてパーティー形式で

行う。)

第39条　シリーズ戦日程及び主催者

　　　　　　　　（特別規則書請求先）

＊参加申込書及び特別規則書の請求は、郵便もしくはＦ

ＡＸでお願いします。
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ＪＭＲＣ千葉・東京ジムカーナシリーズ

第１戦　　　習志野レーシングクラブ(Narashino)

　３月20日　〒274-8799　船橋東郵便局　私書箱31号

　（浅間台）　㈱日本レース企画 047-407-6050

  (FAX407-6051)

第２戦　　　習志野レーシングクラブ(Narashino)

　４月17日　〒274-8799　船橋東郵便局　私書箱31号

　（浅間台）　㈱日本レース企画　 047-407-6050

  (FAX407-6051)

第３戦　　　チーム．ワン．ポイント（Ｔ１Ｐ）

　５月22日　〒341-0003　埼玉県三郷市彦成３－10－10－310

　（浅間台）　 048-950-1510

第４戦　　　習志野レーシングクラブ(Narashino)

　６月26日　〒274-8799　船橋東郵便局　私書箱31号

　（浅間台）　㈱日本レース企画　 047-407-6050

  (FAX407-6051)

第５戦　　　トヨタ・モータースポーツ・クラブ(ＴＭＳＣ)

　７月10日　〒102-0074　東京都千代田区九段南２－３－18トヨタ九段ビルＢ１

　（浅間台）　　 03-3221-9950

第６戦　　　習志野レーシングクラブ(Narashino)

　９月４日　〒274-8799　船橋東郵便局　私書箱31号

　（浅間台）　㈱日本レース企画　 047-407-6050

  (FAX407-6051)

第７戦　　　スフィア．コンペティション．クラブ（ＳＰＨＥＲＥ）

　10月23日　〒114-0034　東京都北区上十条３－28－３

　（浅間台）　　 03-3906-6111

フェスティバル

　12月４日　ＪＭＲＣ千葉ジムカーナ部会

　　　　　　〒274-0068　船橋市大穴北１－20－28

　（浅間台）　片　山　誠　司　内 090-1842-2874

千葉県ダートトライアル＆　　
　　フレッシュマンシリーズ

第１戦　　　チーム・ワイルドジョーカー(ＷＪＫ)

　３月27日　〒263-0001　千葉市稲毛区長沼原町628－３

　（第１）　　ティンク内　　　　　　　　　 080-5008-3350

　　　　　　 (FAX 043-215-3351)

第２戦　　　チーム・ウォーター・スピナー(Ｔ．Ｗ．Ｓ)

　５月１日　〒260-0033　千葉市中央区春日２－13－７

　（第１）　　小熊方 043-242-7365

 (TEL & FAX)
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第３戦　　　モンテカルロオートスポーツクラブ関東支部

　５月22日　　　　　　　　　　　　(ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ)

　（第１）　　〒270-2223　松戸市秋山373－91

　 090-1804-9935

第４戦　　　メンズアドベンチャーラリーストクラブ（ＭＡＲＣ）

　６月12日　〒306-0621　茨城県坂東市大谷口603

　（第１）　　エビハラ方　 0297-38-0088

 (TEL & FAX)

第５戦　　　デビルスポーツチーム（ＤＥＶＩＬ）

　７月24日　〒260-0854　千葉市中央区長洲２－21－１－808

　（第１）　　湯　本　　　敬　方 080-5003-1343

　　　　　　Oninoyumokei@aol.com

第６戦　　　チーム・ワイルドジョーカー(ＷＪＫ)

　８月21日　〒263-0001　千葉市稲毛区長沼原町628－３

　（第１）　　ティンク内　　　　　　　　　 080-5008-3350

　　　　　　 (FAX 043-215-3351)

第７戦　　　チーム・ウォーター・スピナー(Ｔ．Ｗ．Ｓ)

　10月２日　〒260-0033　千葉市中央区春日２－13－７

　（第１）　　小熊方 043-242-7365

 (TEL & FAX)

第８戦　　　レーシングチームグラスホッパー（Ｒ．Ｔ．Ｇ）

　10月23日　〒289-1125　八街市上砂139－26

　（第１）　　露崎方　Ｒ．Ｔ．Ｇ事務局 043-445-0525

　　　　　　 (TEL & FAX)

フェスティバル

　11月23日　ＪＡＦ千葉支部クラブ対抗フェスティバル

第17章　附　　　則

第40条　本共通規則の解釈及び違反

⑴本共通規則及び競技に関する諸規則(特別規則書･公式

通知を含む)の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審

査委員会の決定を最終とする。

⑵本共通規則及び競技に関する諸規則(特別規則書･公式

通知を含む)に対する違反の罰則は、競技会審査委員

会が決定宣告するものとする。

⑶各シリーズ戦において疑義が生じた場合は、ＪＭＲＣ

関東千葉支部ジムカーナ部会、又はダートトライアル

部会、東京支部ジムカーナ部会で審議する。

第41条　本共通規則の施行及び記載されていない事項

⑴本共通規則は､2016年度ＪＭＲＣ関東千葉県支部ジム

カーナ部会及びダートトライアル部会、東京支部ジム

カーナ部会に賛同するクラブが主催する各シリーズ戦
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全ての競技会に適用されるもので､参加申込と同時に

有効とする。

⑵本共通規則書に記載されていない事項については､各

競技会特別規則書･ＪＡＦ国内競技規則･スピード行事

競技開催規定･スピード車両規定･ＦＩＡ国際モーター

スポーツ競技規則に準拠する。

第42条　シリーズ事務局及び連絡先

〔ジムカーナ部門〕

ＪＭＲＣ関東千葉県支部ジムカーナ部会事務局

　〒274-0068　千葉県船橋市大穴北１－20－28

　　　　　片　山　誠　司　　　　　 090-1842-2874

〔ダートトライアル部門〕

ＪＭＲＣ関東千葉県支部ダートトライアル部会連絡先

　〒263-0021　千葉市稲毛区轟町１－７－38

　　　　　石　井　　　博　　　　　 090-3315-8781

  (FAX 043-251-1060)

第43条　本共通規則の発効

　　　本共通規則は、2016年１月１日より施行する。

　　　　　　　　　ＪＭＲＣ関東千葉県支部

　　　　　　　　　　　　　　　　　ジムカーナ部会

　　　　　　　　　　　　　　　　　ダートトライアル部会

千葉県フレッシュマンジムカーナシリーズ
歴代チャンピオン一覧

88年 Ａ－Ⅰ  新　保　善　之　（チ－ムＮao's）
 Ａ－Ⅱ  吉　橋　　　均　（Ｎarashino）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　遠　藤　雄　一　（ＨＯＴ　ＳＴＡＦＦ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　岩　竹　容　子　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
89年　Ａ－Ⅰ　　　　　飛留間　　　隆　（ＴＭＡＣ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　川　本　太　郎　（ＲＴＴＣ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　谷　　　昭　範　（ＴＭＡＣ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　石　橋　古都絵　（ＴＥＡＭ－８）
90年　Ａ－Ⅰ　　　　　藤　井　　　耕　（Ｓ・Ｌ・Ｍ・Ｃ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　関　根　孝　義　（ＬＵＣＫ－Ｅ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　高　橋　義　仁　（ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　奥　田　真理子　（ＬＵＣＫ－Ｅ）
91年　Ａ－Ⅰ　　　　　二　平　有希勇　（ＨＡＬＦ　ＭＯＯＮ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　矢　野　　　学　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　藤　江　和　嘉　（ＳＥＮＯＲ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　和　田　広　美　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ｃ・Ｄ　　　　　貝　塚　正　博　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
92年　Ａ－Ⅰ　　　　　武士田　善　友　（ＪＴＣ・Ｓ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　住　吉　泰　明　（ＪＴＣ・Ｓ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　辻　元　利　光　（ＪＴＣ・Ｓ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　清　水　容　子　（ＴＡＭＣ東京）
　　　Ｃ・Ｄ　　　　　高　塚　謙　治　（ＯＡＫＳ）
93年　Ａ－Ⅰ　　　　　内　海　　　潔　（ＡＺＵＬ）
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　　　Ａ－Ⅱ　　　　　久保田　博　之　（ＫＯＹＯ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　高　橋　義　男　（ＬＵＣＫ－Ｅ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　兵　藤　育　子　（ＪＴＣ・Ｓ）
　　　Ｃ・Ｄ　　　　　小笠原　光　秀　（Ｎarashino）
94年　Ａ－Ⅰ　　　　　河　野　篤　志　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　島　村　　　茂　（ＴＡＭＣ埼玉）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　吉　田　武　志　（Ｓ・Ｆ・Ｓ・Ｃ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　門　馬　真由美　（ＳＵＰＲＥＭＥ）
　　　Ｃ・Ｄ　　　　　河　合　芳　宏　（ＳＵＮＴＥＣ）
95年　Ａ－Ⅰ　　　　　内　田　優　一　（ＲＴＴＣ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　羽　田　敬　一　（ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　清　水　政　幸　（ＪＴＣ・Ｓ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　谷　口　治　子　（ＣＲＳＮＴ　Ｒ・Ｔ）
　　　Ｃ・Ｄ　　　　　香　取　伸　忠　（Ｔ－ＨＯＫＵＳＯ）
96年　Ａ－Ⅰ　　　　　篠　原　　　訓　（ＭＳ・ｉｎｔ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　平　野　崇　之　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　墨　田　昌　史　（ＴＥＭＰＥＳＴ）
　　　Ａ－Ⅳ　　　　　秋　葉　清　志　（ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ)
　　　Ｌ　　　　　　　八　幡　理　美　（Ｔ・Ｔ・Ｌ）
　　　Ｃ＆Ｄ　　　　　須　賀　孝　一　（ＯＡＫＳ）
97年　Ａ－Ⅰ　　　　　西　條　　　恒　（Ｋ・Ｓ・Ｃ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　佐　藤　　　林　（ＳＦＳＣ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　内　藤　貴　雄　（ＪＡＲＡＣ）
　　　Ａ－Ⅳ　　　　　佐々木　将　人　（ＲＴ－ＷＥＳＴ）
　　　Ｃ＆Ｄ　　　　　安　井　明　夫　（ＯＡＫＳ）
98年　Ａ－Ⅰ　　　　　中　山　正　人　（ＴＥＡＭ　ＡＮＧＥ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　横　井　秀　至　（ＳＦＳＣＩ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　久　島　和　実　（Ｔ・ＢＭ）
　　　ＦＲ　　　　　　佐　藤　正　明　（ＵＮ－ＤＥＵＸ）
　　　Ｃ＆Ｄ　　　　　安　田　克　也　（ＶＡＮＢＡＮ）
99年　Ａ－Ⅱ　　　　　中　澤　健　一　（ＣＩＢＩＥ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　鈴　木　常太郎　（ＮＡＣ）
　　　Ａ－Ⅳ　　　　　石　川　浩　史　（ＳＦＳＣ）
　　　Ｃ＆Ｄ　　　　　山　崎　昌　律　（ＭＡＦ）
2000年Ａ－Ⅱ　　　　　坂　本　賢一郎　（ＡＤＶＡＮ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　平　井　雅　樹　（ＣＲＳＮＴ　Ｒ.Ｔ.)
　　　Ａ－Ⅳ　　　　　豊　田　正　彦　（Ｔ.ＢＭ）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　赤　津　美　樹　（Ｔ.ＢＭ）
　　　Ｎ（Ｚ）　　　　 佐々木　　　努　（Ｔ.ＢＭ）
　　　Ｃ＆Ｄ　　　　　安　田　克　也　（ＶＡＮＢＡＮ）
2001年Ａ－Ⅱ　　　　　桐　生　剛　久　（ＥＢＯＳＨＩ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　菊　地　克　仁　（ＦＡＮＴＡＳＹ千葉）
　　　Ａ－Ⅳ　　　　　喜　勢　竜　一　（仮）
　　　Ａ－Ｌ　　　　　小田原りょーこ　（Ｕｎ－ｄｅｎｘ）
　　　Ｎ（Ｚ）　　　　 高　木　　　大　（Ｔ.ＰＭ）
　　　Ｃ＆Ｄ　　　　　高　橋　勝　成　（ＳＵＮＴＥＣ）
2002年Ａ－Ⅱ　　　　　浅　川　幸　紀　（Ｔ.Ｓ.Ｍ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　星　　　義　輝　（ＳＩＬＨＯＵＥＴＴＥ)
　　　Ａ－Ⅳ　　　　　板　倉　修　一　（ＴＭＥＪＩＮ）
　　　Ｎ（Ｚ）　　　　 蕪　山　義　智　（Ｔ.ＰＭ）
　　　ＡＬ　　　　　　関　本　理　恵　（ＯＡＫＳ）
　　　ＣＤ　　　　　　大　塚　祐　司　
2003年Ｎ－Ⅱ　　　　　井　上　正　晴　（Ｂｉｇ　Ｏｎ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　髙　橋　コージ　（ＦＩＬＬＹ)
　　　Ｂ－Ⅲ　　　　　マ　サ　酒　巻　（ＷＡＫＯ’Ｓ）
　　　Ｂ－Ⅳ　　　　　片　山　頼　明　（Ｍｏｎｓｔｅｒ）
　　　Ｂ－Ｌ　　　　　川　上　千登里　（ＴＥＡＭ　ＢＥＲＧ）
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　　　Ｄ　　　　　　　安　田　克　也　（Ｒｓ　ＴＥＣＨ）
　　　ＢＮＴ－Ⅱ　　　兼　光　文　俊
　　　ＢＮＴ－Ⅳ　　　中　原　憲　司　（Ｔ.ＰＭ）
2004年Ｎ－Ⅱ　　　　　塚　田　竹　美　（Ｔ.ＢＥＳＴ）
　　　Ｎ－Ⅲ　　　　　木　村　天　治　（ＫＯＹＯ）
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　金　原　俊　一　（ＮＴＬ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　五月女　明　弘　（ＴＭＡＣ）
　　　Ｂ－Ⅲ　　　　　中　西　康　良　（ＳＵＮＴＥＣ）
　　　Ｂ－Ｌ　　　　　平　田　みどり　（Ｃｉ）
　　　ＳＣ／Ｄ　　　　小　泉　博　司　（サンレイク瓢たん）
　　　ＢＮＴ－Ⅱ　　　畑　中　博　勝　（ＴＭＡＣ）
　　　ＢＮＴ－Ⅳ　　　岡　田　和　浩
2005年Ｎ－Ⅱ　　　　　寺　嶋　貴　洋　（ＣＵＴＥ）
　　　Ｎ－Ⅲ　　　　　松　元　昭　憲　（Ｆｏｒｃｅ）
　　　Ｎ－Ⅳ　　　　　上　原　将　幸　（ＮＴＬ）
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　西　野　洋　平　（ＳＰＨＥＲＥ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　行　木　達　哉　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ）
　　　Ｂ－Ⅲ　　　　　安　原　三　義　（ＴＭＳＣ）
　　　Ｂ－Ｌ　　　　　佐々木　　　晶　（Ｔ.ＰＭ）
　　　ＳＣ／Ｄ　　　　安　田　克　也　（Ｒ'ｓ　Ｔｅｃｈ）
　　　ＢＮＴ－Ⅱ　　　泉　水　征　昭　（ＴＭＡＣ）
　　　ＢＮＴ－Ⅳ　　　原　田　直　人　（ＭＳ・ｉｎｔ）
2006年Ｎ－Ⅲ  池　澤　博　之　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ）
 Ｎ－Ⅳ  奥　井　　　毅　（ＳＰＨＥＲＥ）
 Ｂ－Ⅰ  勝　野　佑　紀　（ＦＳＴ）
 Ｂ－Ⅱ  大　原　史　行　（ＳＩＲＩＵＳ）
 Ｂ－Ⅲ  市　川　尚　彦　（ＷＡＫＯ'Ｓ）
 Ｂ－Ｌ  ペ　コ　片　山　（ＦＡＮＴＡＳＹ）
　　　ＳＣ／Ｄ  森　　　恒　治　（ＶＡＮＢＡＮ）
 ＢＮＴ－Ⅱ 柳　橋　　　哲　（ＷＡＫＯ'Ｓ）
 ＢＮＴ－Ⅳ 鵜　澤　　　誠　（仮）
2007年Ｎ－Ⅱ／Ⅲ 山　川　　　稔　（ＭＡＲＣ）
 Ｎ－Ⅳ  浜　中　一　輝　（仮）
 Ｂ－Ⅰ／Ⅱ 廣　瀬　　　実　（ｆｕｎ）
 Ｂ－Ⅲ  広　瀬　　　献　（ＣＵＲＴ）
 Ｂ－Ｌ  小野寺　真　理　（ＯＡＫＳ）
　　　Ｄ　　　　 安　田　克　哉　（サンレイク瓢箪）
 ＢＮＴ－Ⅱ 河　岸　純　一　（仮）
 ＢＮＴ－Ⅳ 熊　谷　智　仁　（仮）
2008年ＢＮＴ－1500 西　上　伸　二
 ＢＮＴ－Ⅱ 大　原　史　行　（ＳＩＲＩＵＳ）
 ＢＮＴ－Ⅳ 蛯　原　輝　彦　（ＯＡＫＳ）
 Ｓ－Ⅱ  木　村　天　治　（ＫＯＹＯ）
 Ｓ－Ⅳ  鈴　木　雅　久　（Ｔ－ＭＥＩＪＩＮ）
2009年ＢＮＴ－1500 西　上　伸　二
 ＢＮＴ－Ｆ 柳　橋　　　哲　（ＷＡＫＯ’Ｓ）
 ＢＮＴ－Ｒ 川　島　一　朗　（ＳＰＨＥＲＥ）
 ＢＮＴ－Ⅳ 相　馬　史　暁　（ＭＳＴＲ）
 Ｓ－Ⅱ  廣　瀬　　　実　（ｆｕｎ）
 Ｓ－Ⅳ  松　木　康　浩　（ＳＰＨＥＲＥ）
 Ｃ＆Ｄ  安　田　克　也　（サンレイク瓢箪）
2010年ＢＮＴ－1500 大　木　俊　治　（ＮＡＳＣＡ）
 ＢＮＴ－Ｆ 菊　池　隆　彦　（Ｏ.Ｔ.Ｒ.）
 ＢＮＴ－Ｒ 新　谷　佳　嗣　（ＴｅａｍＷｉｌｌ）
 ＢＮＴ－Ⅳ 市　川　尚　彦　（ＷＡＫＯ’Ｓ）
 Ｓ－Ⅱ  星　野　浩　一　（ＡＬＰＩＮＥ）
 Ｃ＆Ｄ  大　橋　政　人　（ＯＡＫＳ）
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2011年ＢＮＴ1500 西　上　伸　二　（ＦＡＮＴＡＳＹ）
 ＢＮＴＦ  栁　橋　　　哲
 ＢＮＴＲ  中　川　裕　之　（ＰＥＧＡＳＵＳ）
 ＢＮＴ４  真　鍋　　　孝　（ＭＥＩＪＩＮ）
 Ｓ２  野　口　尚　正　（Ｄｊａｃ）
 ＳＣ/Ｄ 不成立
2012年ＮＴ1500  和　田　安　弘　（Ｒ.Ｓ.Ｆ.Ｎ.）
 ＮＴＦ　　　 柳　橋　　　哲
 ＮＴＲ　　　 中　村　聡　一
 ＮＴ４　　　 市　川　尚　彦　（ＷＡＫＯ'Ｓ）
 ＮＴＲＳ　　　 高久保　基　明
 ＮＴＮ４　　　 中　西　康　良　（ＳＵＮＴＥＣ）
 Ｓ２　　　 飯　島　かつこ　（ＷＡＫＯ'Ｓ）
2013年ＰＮ３  東　方　紀美恵　（ＳＴＰ）
　　　ＮＴ1500  和　田　安　広　（Ｒ.Ｓ.Ｆ.Ｎ）
 ＮＴＦ  清　水　翔　太
 ＮＴＲ  広　瀬　　　献
 ＮＴ４  沼　田　正　美　（ＫＯＹＯ）
 ＮＴＮ４  真　鍋　　　孝　（Ｔ－ＭＥＩＪＩＮ）
 ＮＴＲＳ  山　口　栄　一　（ＳＴＰ）
2014年ＰＮ３  鈴　木　　　彰　（ＳＴＰ）
　　　ＮＴ1500  岡　田　祐　介　（Ｒ.Ｓ.Ｆ.Ｎ）
 ＮＴＦ  栁　橋　　　哲　
 ＮＴＲ  広　瀬　　　献　（ＣＵＲＴ）
 ＮＴＮ４  中　原　憲　司　（Ｔ２Ｒ）
2015年ＰＮ３ １位 大　橋　政　哉
  ２位 関　　　雅　幸　（ＯＡＫＳ）
  ３位 竹ノ谷　智　子
  ４位 亀　井　佳　子
　　　ＮＴ1500 １位 深　沢　　　希
  ２位 中　村　聡　一
  ３位 西　上　伸　二
  ４位 石　丸　秀　行　（Ｄｊａｃ）
  ５位 磯　野　昌　浩　（ＦＡＮＴＡＳＹ）
  ６位　鈴　木　　　孝
 ＮＴＦ １位 川　島　一　朗
  ２位 桐　生　剛　久
  ３位 島　貫　　　輝　（ＰＥＧＡＳＵＳ）
  ４位 冨　田　　　悟　（ＳＵＮＴＥＣ）
  ５位 坂　本　恒　治
  ６位 中　川　英　雄
 ＮＴＲ１ １位 脇　田　康　平
  ２位 小　島　秀　治
 ＮＴＲ２ １位 樋　口　雅　人
  ２位 清　水　禎　大　（ＣＵＲＴ）
  ３位　水　野　雄　太
  ４位　並　木　敦　崇
  ５位　飯　野　弘　之　（Ｃ．ＣＯＲＮ）
  ６位　齋　藤　重　信
 ＮＴＮ４ １位 山　岸　　　新　（ＳＴＰ）
  ２位 真　塩　正　裕　（ＳＴＰ）
  ３位 西　田　喜　一
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千葉県ダートトライアルシリーズ
歴代チャンピオン一覧

82年　ラリー車　　　　恩　田　保　彦　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　塩　田　一　雄　（ＴＴＡ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　片　岡　伸　一　（ＡＣＢ）
　　　Ｃ・Ｄ－Ⅰ　　　葛　西　正　利　（Ｔ・ＡＲＴＡＳ）
　　　Ｃ・Ｄ－Ⅱ　　　木　村　精　二　（ＳＵＲＶＩＶＡＬ）
83年　Ｂ－Ⅰ　　　　　鬼　木　隆　二　（黄　輪）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　柳　原　　　繁　（ヤンチャボーズ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　柏　熊　清　仁　（ＲＴＭ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　月　崎　了　浄　（ＥＷＲ）
　　　Ｄ　　　　　　　管　野　　　誠　（ＲＣＧ－Ｌ）
84年　Ｂ－Ⅰ　　　　　小　川　重　和　（ＲＢＡＣ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　松　田　行　雄　（ＮＲＭ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　小　宮　　　進　（ＹＲＴ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　貝　塚　正　博　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ｄ　　　　　　　秋　葉　哲　夫　（ＡＣＢ）
85年　千葉県シリーズ
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　小　川　周　三　（ＴＷＳ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　小　森　康　次　（ヤンチャボーズ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　長谷川　芳　一　（ＤＣＣＳ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　須　藤　　　彰　（ＫＡＺＥ）
　　　Ｄ　　　　　　　小　川　重　和　（ＲＢＡＣ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　Ｂ－０　　　　　林　　　義　昭　（ＭＯＮＳＴＥＲ）
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　畠　山　浩　司　（ＹＲＴ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　水　村　俊　雄　（ＪＲＳＣＣ）
86年　千葉県シリーズ
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　廣　川　　　洋　（ＭＲＣＣ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　須　藤　　　彰　（ＫＡＺＥ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　二　葉　昌　行　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　加　藤　公　義　
　　　Ｄ　　　　　　　実　川　　　満　（ＲＴＭ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　Ｂ－０　　　　　吉　野　智　英　（ＣＡＰＴＡＩＮ）
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　加　瀬　宏　幸　（ＡＣＢ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　大　木　尚　登　（ＮＡＣ）
87年　千葉県シリーズ
　　　Ｂ－Ⅰ　　　　　廣　川　　　洋　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ｂ－Ⅱ　　　　　皆　川　英　之　（ＦＡＮＴＡＳＹ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　野　口　保　男　（ＴＡＹ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　二　葉　昌　行　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ｄ　　　　　　　香　取　恒　治　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　Ｂ－０　　　　　中　川　武　人　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ｂ－ⅠＦＦ　　　今　井　泰　永　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ｂ－ⅡＦＲ　　　吉　田　清　文　（ＳＵＲＶＩＶＡＬ）
　　　ＮＳ　　　　　　香　取　恒　治　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
88年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　今　井　泰　永　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　井　野　和　弘　（Ｔ．ＲＳＯ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　香　取　恒　治　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　齋　藤　　　守　（ＴＷＳ）
　　　Ｄ　　　　　　　木　村　精　二　（ＳＵＲＶＩＶＡＬ）
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　　　フレッシュマンシリーズ
　　　Ａ－ＦＦ　　　　野　口　好　久　（Ｃ.Ｕ.Ｒ.Ｔ）
　　　Ａ－ＦＲ　　　　辻　岡　敬　二　（ＪＴＣ・Ｓ）
　　　ＮＳ　　　　　　笠　井　英　喜　（ＲＢＡＣ）
89年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　高　宮　和　美　（ＳＵＲＶＩＶＡＬ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　斉　藤　　　浩　（ＳＵＲＶＩＶＡＬ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　平　塚　忠　博　（ＫＡＺＥ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　長谷川　芳　一　（ＤＣＣＳ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　沢　辺　賢　司　（ＲＢＡＣ）
　　　Ｄ　　　　　　　今　井　泰　永　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　フレシュマンシリーズ
　　　Ａ－ＦＦⅠ　　　安　達　　　均　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ａ－ＦＦⅡ　　　中　川　武　人　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ａ－ＦＲ　　　　板　倉　広　高　（Ｅ・Ｍ・Ｆ）
　　　ＮＳ　　　　　　相　馬　佐一郎　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
90年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　佐　藤　秀　雄　（ＫＡＭＯＭＥ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　吉　田　清　文　（ＳＵＲＶＩＶＡＬ）
　　　Ａ－ＦＲ　　　　櫛　田　安　亮　（Ｃ.Ｃ.Ｓ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　内　海　直　樹　（ＴＷＳ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　垣　沼　恒　明　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ｄ　　　　　　　川　島　　　功　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　佐久間　　　徹　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　太　田　雅　之　（ＲＢＡＣ）
　　　ＦＲ　　　　　　宮　坂　幸　宏　（ＴＯＰ・Ｒ）
　　　ＮＳ　　　　　　内　海　直　樹　（ＴＷＳ）
91年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　筒　井　一　夫　（ＤＥＶＩＬ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　櫛　田　安　亮　（Ｃ・Ｃ・Ｓ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　吉　川　光　夫　（法論堂）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　安　達　　　均　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　内　海　圭　一　（ＴＷＳ）
　　　Ｄ　　　　　　　実　川　柳　治　（ＴＷＳ）
　　　フレッシュマンシりーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　今　泉　建　治　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　竹　下　　　力　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　ＦＲ　　　　　　福　田　浩　和　（ＭＩＮＥＧＡＯＫＡ）
　　　４ＷＤ　　　　　田　畑　伸　治　（ＪＴＣ・Ｓ）
　　　Ｌ　　　　　　　香　取　和　子　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
92年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　石　井　　　弘　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　櫛　田　安　亮　（Ｃ・Ｃ・Ｓ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　須　藤　雅　弘　（仮）
　　　Ａ－ＦＲ　　　　宮　坂　幸　宏　（ＴＯＰ・Ｒ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　森　　　正　利　（ＴＷＳ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　竹　下　　　力　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ｄ　　　　　　　成　島　　　栄　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　杉　浦　　　勇　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　広　瀬　保　彦　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　ＦＲ　　　　　　小　林　明　弘　（ＣＣＣＲ）
　　　４ＷＤ　　　　　須　藤　雅　弘　（仮）
　　　Ｌ　　　　　　　市　川　真　穂　（ＣｉＢｉＥ）
93年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　杉　浦　　　勇　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
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　　　Ａ－Ⅱ　　　　　大久保　房　雄　（ＲＡＭＢＬＥＲ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　飯　塚　啓　生　（ＫＨＲＯＮＯＳ）
　　　Ａ－ＦＲ　　　　福　田　浩　和　（Ｔ・ＴＡＲＧＥＴ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　安　達　　　均　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　酒　川　吉　克　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　Ｄ　　　　　　　香　取　恒　治　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　切　替　光　輝　（ＮＲＭ）
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　内　川　雅　巳　（ＤＥＭＯＮ）
　　　ＦＲ　　　　　　小　路　尉　欽　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　４ＷＤ　　　　　山　浦　富士城　（ＥＤＯＧＡＷＡ）
　　　Ｌ　　　　　　　村　井　志　野　（ＡＴＯＭ）
94年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　中　川　忠　浩　（ＲＣＪ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　杉　浦　　　勇　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　浪　川　嘉兵衛　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ａ－ＦＲ　　　　管　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　二　葉　昌　行　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　堀　内　信　二　（ＥＭＦ）
　　　Ｄ　　　　　　　澤　田　広　一　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　菱　山　栄三郎　（ＧＲＩ）
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　森　　　定　男　（Ｔ.ＳＰＯＴ）
　　　ＦＲ　　　　　　遠　藤　弘　明　（ＴＡＫＥ’Ｓ）
　　　４ＷＤ　　　　　吉　野　幸　雄　（ＲＧＡ）
　　　Ｌ　　　　　　　廣　川　文　江　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
95年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　高　森　正　夫　（ＳＳＣＣ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　大久保　房　雄　（ＲＡＭＢＬＥＲ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　浪　川　嘉兵衛　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ａ－ＦＲ　　　　深　田　賢　一　（ＥＸＰＲＥＳＳ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　成　島　　　栄　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　斉　川　利　男　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ｄ　　　　　　　野　口　和　人　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　松　原　琢　哉　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　久　宗　武　司　（ＡＭＴＥＣ）
　　　ＦＲ　　　　　　保　谷　慶　次　（Ｔ.Ｓ.Ｍ.Ｃ）
　　　４ＷＤ　　　　　田　口　正　道　（ＥＤＯＧＡＷＡ）
　　　Ｌ　　　　　　　赤　松　裕　子　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
96年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　下　鳥　　　勝　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　河　野　邦　彦　（ＰＯＣＨＩ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　浪　川　嘉兵衛　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ａ－ＦＲ　　　　伊　藤　登喜雄　（ＯＡＫＳ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　高　森　正　夫　（ＳＳＣＣ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
　　　Ｄ　　　　　　　成　島　　　栄　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　フレュシュマンシリーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　小　口　　　亮　（ＳＥＬＶＡ）
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　田　島　良　樹　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　ＦＲ　　　　　　今　野　祐　幸　（Ｇクラブ）
　　　４ＷＤ-Ⅰ 　　　三　枝　樹世志　（ＲＣＪ）
　　　４ＷＤ-Ⅱ 　　　並　木　健　一　（ＫＡＺＥ）
　　　Ｌ　　　　　　　坪　井　柳　子　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
97年　千葉県シリーズ　　　
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　小　俣　雅　志　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
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　　　Ａ－Ⅱ　　　　　実　川　　　満　（ＲＴＭ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　堀　内　幸　一　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　Ｆ　Ｒ　　　　　関　　　利　彦　（ＣＵＲＴ）
　　　Ｃ－Ⅰ　　　　　鴇　田　順　洋　（ＳＭＴ．Ｔ．ＣＡＴ）
　　　Ｃ－Ⅱ　　　　　杉　浦　　　勇　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　Ｄ　　　　　　　石　井　　　弘　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　ＦＦ－Ⅰ　　　　岩　間　　　真　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　ＦＦ－Ⅱ　　　　金　子　智　一　（ＲＴＧ）
　　　Ｆ　Ｒ　　　　　景　山　純　二　（仮）
　　　４ＷＤ－Ⅱ　　　勝　山　浩　憲　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　Ｌ　　　　　　　並　木　知香子　（ＫＡＺＥ）
98年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　八　木　信　昭　（ＮＲＭ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　河　野　邦　彦　（ＰＯＣＨＩ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　宇　部　宏　行　（ＤＥＶＩＬ）
　　　Ａ－FR　　　　　市　川　喜　信　（仮）
　　　Ｃ　　　　　　　成　島　　　栄　（ＨＡＹＡＢＵＳＡ）
　　　Ｄ　　　　　　　佐久間　　　淳　（ＶＡＮ　ＢＡＮ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　FF－Ⅰ　　　　　小　熊　祐　一　（Ｔ・Ｗ・Ｓ）
　　　FF－Ⅱ　　　　　山　口　直　樹　（ＴＰＯ’Ｒ）
　　　ＦＲ　　　　　　山　岸　典　将　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　４ＷＤ　　　　　錦　織　克　之　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　Ｌ　　　　　　　福　井　美　子　（ＭＯＮＡＭＩ）
99年　千葉県シリーズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　八　木　信　昭　（ＮＲＭ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　石　井　　　博　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　錦　織　克　之　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　Ａ－FR　　　　　市　川　喜　信　（ＡＵＴＵＭＮ）
　　　Ｃ　　　　　　　高　森　正　夫　（ＳＳＣＣ）
　　　Ｄ　　　　　　　佐久間　　　淳　（ＶＡＮ　ＢＡＮ）
　　　フレッシュマンシリーズ
　　　FF－Ⅰ　　　　　粟　屋　俊　介　（ＦＡＮＴＡＳＹ）
　　　FF－Ⅱ　　　　　井　上　　　亮　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　４ＷＤ　　　　　木　下　　　剛　（ＫＡＺＥ）
　　　Ｌ　　　　　　　櫻　井　り　え　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ)
　　　ＦＲ 不成立
2000年千葉県シリ－ズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　　　坪　井　亮　介　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　中　沼　貴　広　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　伊　藤　義　則　（ＫＪＢＳ）
　　　Ａ－FR　　　　　管　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　Ｃ　　　　　　　深　田　賢　一　（ＥＸＰＲＥＳＳ）
　　　Ｄ　　　　　　　佐久間　　　淳　（ＶＡＮＢＡＮ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　　FF－Ⅰ　　　　　稲　葉　幸　嗣　（仮）
　　　FF－Ⅱ　　　　　山野井　彰　之　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　ＦＲ　　　　　　西　本　　　亮　（ＫＡＺＥ）
　　　４ＷＤ　　　　　佐久間　雅　久　（ＭＡＳＣ－ＥＡＳＴ）
　　　Ｌ　　　　　　　関　根　栄　子　（ＫＡＺＥ）
2001年千葉県シリ－ズ
　　　Ａ－Ⅰ　　　 菱　山　栄三郎　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　今　野　祐　幸　（Ｇクラブ）
　　　Ａ－Ⅲ　　　　　高　森　正　夫　（仮）
　　　Ａ－FR　　　　　飯　田　太　郎　（ＤＥＶＩＬ）
　　　Ｃ　　　　　　　根　本　　　弘　（ＡＵＴＵＭＮ）
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　　　Ｄ　　　　　　　佐久間　　　淳　（ＶＡＮＢＡＮ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　　ＦＦ　　　　　　大　野　英　治　（ＩＴＯ）
　　　４ＷＤ　　　　　上　代　　　忠　（ＩＴＯ）
　　　ＦＲ　　　　　　西　本　　　剛　（ＫＡＺＥ）
　　　Ｌ　　　　不成立
2002年千葉県シリ－ズ
　　　Ａ－Ⅰ  石　毛　　　明　（ＭＯＮＳＴＥＲ）
　　　Ａ－Ⅱ　　　　　石　井　　　博　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ａ－Ⅲ  高　橋　英　志　（ＣＵＲＴ）
　　　Ａ－FR　　 西　本　　　亮　（ＫＡＺＥ）
　　　Ｃ　　　　 根　本　　　弘　（ＡＵＴＵＭＮ）
　　　Ｄ　　　　 小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　　ＦＦ　　　 佐　藤　喜　一　（ＲＢＡＣ）
　　　４ＷＤ　　 山　本　伸　明　（ＩＴＯ）
　　　ＦＲ　　　 服　部　宏　光　（ＴＡＫＥ’Ｓ）
　　　Ｌ　　　　 巻　井　由美子　（ＩＴＯ）
2003年千葉県シリ－ズ
　　　Ｌ　　　　 赤　松　裕　子　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　Ａ－Ⅰ　　 岩　澤　研　一　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　Ａ－Ⅱ　　 石　井　　　博　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ａ－Ⅲ  露　崎　　　章　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　Ａ－FR　　 管　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　ＣＤ－Ⅰ  長谷川　　　聡　（Ｔ.Ｗ.Ｓ）
　　　ＣＤ－Ⅱ  西　本　　　亮　（ＳＭａＳＨ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　　ＦＦ  奥　平　　　誠　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　４ＷＤ  雪　森　守　夫　（ＲＴＭ）
　　　ＦＲ  尾　上　孝　憲　（ＩＴＯ）
2004年千葉県シリ－ズ
　　　Ｌ　　　　 坪　井　柳　子　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　Ａ－Ⅰ　　 八　木　信　昭　（ＮＲＭ）
　　　Ａ－Ⅱ　　 石　井　　　博　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ａ－Ⅲ  堀　内　　　涼　（Ｔｅａｍ　ＭＩＲＡＩ）
　　　Ａ－FR　　 飯　田　太　郎　（ＤＥＶＩＬ）
　　　ＣＤ－Ⅰ  小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
　　　ＣＤ－Ⅱ  佐久間　　　淳　（ＶＡＢＡＮ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　　ＦＦ  飯　田　勝　年　（仮）
　　　４ＷＤ  中　富　智　夫　（Ｕｎ－Ｄｅｕｘ）
　　　ＦＲ  今　井　昌　之　（ＤＥＶＩＬ）
2005年千葉県シリ－ズ
　　　Ｌ　　　　 杉　田　律　子　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
　　　Ａ－Ⅰ　　 平　澤　宏　美　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
　　　Ａ－Ⅱ　　 石　井　　　博　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
　　　Ａ－Ⅲ  田　村　一　弘　（ＩＴＯ）
　　　Ａ－FR　　 管　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　ＣＤ－Ⅰ  小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
　　　ＣＤ－Ⅱ  ケンタロー　　　（ＥＭＦ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　　ＦＦ  浜　　　昭　彦　（Ｇ・Ｒ・Ｉ）
　　　４ＷＤ  櫻　井　　　隆　（ＳＭａＳＨ）
2006年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  坪　井　柳　子　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 Ａ－Ⅰ  向　井　冬　樹　（ＳＨＡＦＴ）
 Ａ－Ⅱ  石　井　　　博　（ＳＮＯＷ－ＢＩＲＤ）
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 Ａ－Ⅲ  山　本　伸　明　（ＩＴＯ）
 Ａ－ＦＲ  管　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 ＣＤ－Ⅰ  岩　井　健　二　（ＥＭＦ）
 ＣＤ－Ⅱ  伊　藤　義　則　（ＩＴＯ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
 ＦＦ  田　嶋　朋　和　（ＴＥＰＳ）
 ４ＷＤ  ヨレヨレ トモキ （ＳＭａＳＨ）
2007年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  赤　松　裕　子　（ＢＡＹ　ＳＰＯＲＴ）
 Ａ－Ⅰ  鴇　田　順　洋　（ＯＷＬ）
 Ａ－Ⅱ  岩　澤　研　一　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
 Ａ－Ⅲ  山　本　伸　明　（ＩＴＯ）
 Ａ－ＦＲ  小　川　弘　之　（ＡＵＴＵＭＮ）
 ＣＤ－Ⅰ  小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
 ＣＤ－Ⅱ  伊　藤　義　則　（ＩＴＯ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
 ＦＦ  坂　井　智　幸　（ＴＡＫＥＳ）
 ４ＷＤ  海　宝　優　介　（仮）
2008年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  遠　藤　美　子　（ＫＪＢ　ＳＰＯＲＴＳ）
 Ａ－Ⅰ  中　嶋　理　沙　（ＲＢＡＣ）
 Ａ－Ⅱ  岩　澤　研　一　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
 Ａ－Ⅲ  実　川　柳　治　（ＡＵＴＵＭＮ）
 Ａ－ＦＲ  菅　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 ＣＤ－Ⅰ  小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
 ＣＤ－Ⅱ  坪　井　亮　介　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
 ＦＦ  小　島　隆　司
 ４ＷＤ  海老原　幸　一　（ＲＳＣＣ）
2009年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  遠　藤　美　子　（ＫＪＢ　ＳＰＯＲＴＳ）
 Ａ－Ⅰ  菅　野　宏　明　（ＲＢＡＣ）
 Ａ－Ⅱ  八　木　信　昭　（ＮＲＭ）
 Ａ－Ⅲ  山　本　伸　明　（ＩＴＯ）
 Ａ－ＦＲ  小　川　弘　之　（ＡＵＴＵＭＮ）
 ＣＤ－Ⅰ  宮　川　　　宏　（ＯＡＫＳ）
 ＣＤ－Ⅱ  小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
 ＦＦ  セバスチャンノローブ　（ＲＢＡＣ）
 ４ＷＤ  勝　又　高　男　（ＮＩＮＪＡ）
2010年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  坪　井　柳　子　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 クラス-１  菅　野　宏　明　（ＲＢＡＣ）
 クラス-２  向　井　冬　樹　（ＲＴＧ）
 クラス-３  露　崎　　　章　（ＲＴＧ）
 ＦＲ  鈴　木　正　人　（ＲＢＡＣ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　   齋　木　康　益　（ＫＪＢ）
2011年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  坪　井　柳　子　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 クラス-１  菅　野　宏　明　（ＲＢＡＣ）
 クラス-２  八　木　信　昭　（ＮＲＭ）
 クラス-３  坪　井　亮　介　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 ＦＲ  世界にひとつだけの芳賀　（ＲＴＧ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　   斉　藤　亮　一　（ＲＴＧ）
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2012年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  坪　井　柳　子　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 クラス-１  川　嶋　敏　之　（ＳＮＯＷ-ＢＩＲＤ）
 クラス-２  中　沼　貴　広　（ＲＴＧ）
 クラス-３  宮　本　靖　士　（ＴＥＮＤＥＲ）
 ＦＲ  佐久間　　　淳　（ＶＡＮＢＡＮ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
　　   福　原　啓　之　（ＩＴＯ）
2013年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  嶋　住　美　佳　（ＲＢＡＣ）
 クラス-１  小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
 クラス-２  中　沼　貴　広　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
 クラス-３  坪　井　亮　介　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 ＦＲ  管　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
   加　藤　強　士　（ＣＩＴＡＣ）
2014年千葉県シリ－ズ
 Ｌ  坪　井　柳　子　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 クラス-１  小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
 クラス-２  向　井　冬　樹　（ＥＭＦ）
 クラス-３  坪　井　亮　介　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
 ＦＲ  管　野　　　誠　（Ｇ.ＤＡＭＥ）
2015年千葉県シリ－ズ
 Ｌ １位 暁　　　咲　子　（ＷＪＫ）
  ２位 藤　澤　久美子　（ＲＢＡＣ）
  ３位 遠　藤　美　子　（ＫＪＢ ＳＰＯＲＴ）
  ４位 芳　賀　尚　子　（ＥＭＦ）
  ５位 八　木　圭　子　（ＥＭＦ）
  ６位 廣　川　文　江　（ＣＢＦＣ）
 クラス-１ １位 管　野　　　誠　（Ｇ－ＤＡＭＥ）
  ２位 飯　田　太　郎　（ＤＥＶＩＬ）
  ３位 木　村　　　茂　（ＥＭＦ）
  ４位 那　須　保　徳　（ＳＭａｓｈ）
  ５位 八　木　信　昭　（ＮＲＭ）
  ６位 小　島　昭　平　（ＥＭＦ）
 クラス-２ １位 中　沼　貴　広　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
  ２位　布　施　康　洋　（ＷＪＫ）
  ３位　坪　井　志　季　（Ｇ－ＤＡＭＥ）
  ４位　赤　松　裕　子　（ＢＡＹＳＰＯＲＴ）
  ５位　斉　藤　亮　一　（Ｒ.Ｔ.Ｇ）
  ６位　小　川　貴　之　（ＢＡＹ ＳＰＯＲＴ）
 クラス-３ １位 実　川　柳　治　（ＡＵＴＵＭＮ）
  ２位　坪　井　亮　介　（Ｇ－ＤＡＭＥ）
  ３位　宮　本　靖　士　（ＴＥＮＤＥＲ）
  ４位　高　畑　栄　司　（ＷＪＫ）
  ５位　壷　内　健　司　（ＮＲＭ）
  ６位　鳥　井　良　之　（ＶＡＮＢＡＮ）
 ＦＲ １位 高　森　正　夫　
  ２位　向　井　冬　樹　（ＥＭＦ）
  ３位　山　部　恭　裕　（ＢＡＹ ＳＰＯＲＴ）
  ４位　高　井　宏　之　（ＷＪＫ）
  ５位　堀　内　　　威　（ＷＪＫ）
  ６位　松　元　健　一　（ＷＪＫ）
　　　フレッシュマンシリ－ズ
  １位 多　門　寛　晃　
  ２位　富　里　健　人　（ＴＷＳ）
  ３位　大　野　貴　公　（ＥＭＦ）
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