
敬称略

《黎明期》 《急成長期》 《変動期》 《安定期》 《衰退期》

1968年 1969年 1970年 1971年 1972年 1973年 1974年 1975年 1976年 1977年 1978年 1979年 1980年 1981年 1982年
■JAF[ﾌｫｰﾐｭﾗJ]制定 ■FL500に改名 ■FL-Bクラス新設 ■FL550に変更
■JAF-GP_FJﾚｰｽ開催 ◆FJ1300レース開始 ■富士F1レース開催■富士F1レース開催 ●F3レース開始

■1st東京RCショー ■2nd東京RCショー ■3rd東京RCショー ■4th東京RCショー ■5th東京RCショー ■6th東京RCショー ◎FJ1600レース開始
ミニフォーミュラ出走レース数（ミニカーレース・FJ360・FL500・FL-B・FL550等、2ヒートレースは2とカウント）

富士SW：  2 富士SW：  6 富士SW：  5 富士SW：  4 富士SW：  4 富士SW：  4 富士SW：  2 富士SW：  1 富士SW：  1 富士SW：  1 富士SW：  1
鈴鹿S：  7 鈴鹿S：12 鈴鹿S：15 鈴鹿S：14 鈴鹿S：12 鈴鹿S：16 鈴鹿S：15 鈴鹿S：16 鈴鹿S：19 鈴鹿S：14 鈴鹿S：15 鈴鹿S：17 鈴鹿S：16
筑波S：  1 筑波S：17 筑波S：15 筑波S：14 筑波S：  7 筑波S：22 筑波S：23 筑波S：22 筑波S：19 筑波S：15 筑波S：18 筑波S：17 筑波S：15
中山S：  4 中山S：  4 中山S：12 中山S：  9 中山S：  5 西日本S：  7 西日本S：  7 西日本S：  7 西日本S：  8 西日本S：  6 西日本S：  8 西日本S：  6

北海道SW：  1 北海道SW：  3 厚保S：  1
開催レース数計： 野呂山SP：  2 野呂山SP：  2

ﾘﾘｰｽﾏｼﾝ数：6 7 18 23 24 10 10 9 10 9 8 4 2 5
？

ホンダNｽﾍﾟｼｬﾙ

？

ビバFX4

↓F4ｼｬｼｰ+ﾔﾏﾊTD1-B

リミー246 ｶﾜｺﾞｴｽﾍﾟｼｬﾙ フロンテ･ノーザ

渡辺俊之 RSワタナベ

ﾜﾀﾅﾍﾞ･ﾎﾝﾀﾞSK ﾜﾀﾅﾍﾞ･ﾎﾝﾀﾞFM ﾜﾀﾅﾍﾞ･ﾎﾝﾀﾞF500 ファルコン71 ファルコン72A ◆ファルコン1300 ファルコン75A ファルコン77A ●ファルコン78B ファルコン80A ●ファルコン813

日柳政俊 ファルコン72B

キングSPLガタロ

▲設計：日柳政俊

ニアルコモーターズ●代表：藤原義昭

ニアルコ

▲設計･製作：タマチ工業　　　スズキ 山梨芳樹/沢島 武

●スズキワークス COSMOS-001

ﾌﾛﾝﾃ･ニアルコ フロンテRF ▲RQ代表山梨信輔実弟芳樹設計

レーシング・クォータリー ノバエンジニアリング●代表：山梨信輔　

RQニアルコ RQアウグスタ アウグスタMKⅡ アウグスタMKⅢ ◆NOVA01 ■NOVA02 ◆NOVA513 ■NOVA53S／54S

●代表：山梨信輔　 RQで販売 ※ﾆｱﾙｺのﾎﾞﾃﾞｰ換装 ▲設計：解良喜久雄 ▲設計：解良喜久雄 ▲設計：解良喜久雄 ▲設計：解良喜久雄 ▲設計：宮坂　宏 ●NOVA533

ﾃﾞｻﾞｲﾝ：浜　素紀 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也

ムーンクラフト ●代表：由良拓也

■RQC NOVA ■パシフィックF2000 ルナ・ヌォーヴァ ■紫電・紫電改 ■NOVA53S／54S ■MCS

▲設計：沢島　武 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也

ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也

堀雄登吉

オトキチSPL NewｵﾄｷﾁSPL

▲設計：堀雄登吉 オートルック

アローSⅠ アローSⅡ･R アローS31 ◆オートルックSPL アローS35 アローS3５F アローT54V

アローSⅡ アローSⅢ アローSⅢ-M

コジマエンジニアリング●代表：小島松久

KE-FJ Ⅰ KE-FJ Ⅱ KE-FJ ⅡB KE-FJ Ⅲ ■F-1　KE007 ■F-1　KE009

▲設計：伊藤猛志郎 ◆KE-FJ1300 ▲設計：解良/小野 ▲設計：解良/小野

ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也

林みのる DOME●代表：林みのる

■KUSABI ﾏｸﾗﾝｻﾊﾟﾆｯｸ FJ PROT ■DOME-ZERO

エバ・カーズ●代表：三村信昭 　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治

■EVA CAN-AM 2A エバ　3A エバ　3AS 童夢専務取締役に就任

　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治 ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治 MANA ●代表：三村建治 マキ･エンジニアリング

MANA-06F-J ■MANA 08 ◆MANA11 ■MAKI  F101 ■MAKI  F101C ■MAKI  F102

　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治 　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治 　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治 　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治 　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：三村建治

ハヤシレーシング ハヤシ702X

■カーマンアパッチ ハヤシ702A ハヤシ706A ◆ハヤシ708 ハヤシ709 ハヤシ709S ハヤシ711 ハヤシ711B ハヤシ71２ ◎ハヤシ410J ◎ハヤシ411J

●代表：林将一 ▲設計：鴻池康禎 ハヤシ706H ◆ハヤシ710 ●ハヤシ803 ●ハヤシ320

ﾃﾞｻﾞｲﾝ：川北哲也 ハヤシ706S ●ハヤシ321

幼稚号 ハヤシ707X

▲設計・製作：木村昌夫

◆独立 鴻池スピード●ハヤシ702などを設計した鴻池康禎設立

KS-01 ◆KS-03 KS-05 KS-05B･C KS-07 KS-07B ●KS-06C ◎KS-10 KS-08

◎KS-10B

ファントム

ファントムFJ ファントムF-500 ファントムFJ-C

バロン・ホンダ●代表：保坂佳秀

バロン・ﾎﾝﾀﾞFJ バロン71F-J バロン・イエルダ

鈴木板金（ベルコ)●代表：鈴木義雄

ベルコ96A ベルコ97A ◆ベルコ98A/B ベルコ97B ベルコ97C ベルコ9-10 ◎ベルコ14J

▲設計：滝沢元営 ▲設計：熊野 学 ▲設計：熊野 学 ▲設計：熊野 学

カネコレーシング ●代表：金子眞佐一

トミーSpl. MK1  ◆独立 マキシムA01 マキシムA02 ◎マキシム32J ◎マキシム34J

●ウエスト379

ベルコウエスト●代表：神谷誠二郎 ▼設計：熊野 学 ウエスト779X ◎ウエスト80J ◎ウエスト82J

◆独立 ウエスト759 ウエスト769 ウエスト779 ◆ウエストFJ-01X ウエスト79L ウエスト81L

？

コメット号

石井 久男

石井スペシャル

●会長：館内　端 ●代表：水谷卓郎

MONAMY-Ⅲ ※FRPモノコック MONAMY-78 ※FRP+ｱﾙﾐ複合ﾓﾉｺｯｸ

▲舘内 端/熊野 学 監修　設計：水谷卓郎 ▲設計：阿波秀男

マナティレーシング●代表：大野和幸

レーシング・サービス・ホリエ マナティMK-Ⅰ ◎マナティMK-Ⅱ ◎マナティMK-Ⅲ

RHS・ミニカ ▲設計：熊野 学 ▲設計：阿波秀男 ▲設計：阿波秀男

フレンド・クラブ●本田技研　大和有志 TEAM YAMATO

フレンド001 YAMATO 02FX

サン・メイキング 東京自動車技研●代表：吉本博雪

アポロFX-02 東京技研F-J 東京技研ﾆｭｰF-J ◆東京技研FJ1300

▲設計：小野昌朗 　ﾃﾞｻﾞｲﾝ：由良拓也

ワールド・モーター●代表：藤井璋美

ワールドAC-5 ワールドAC-9B

ワールドAC-7 ワールドAC-9C

ワールドAC-9 マルチレーシング●代表：種兼秀樹 ▼設計：高坂一夫

マルチFJ-S1 ◆マルチFJ-002 マルチFJ-SⅡ

▲設計：高坂一夫 ▲設計：高坂一夫 ◆マルチFJ-003 進弘Eng.●代表：

▲設計：川口里己 SE525 SE525B

◆SE305/335

多摩メタル･プロダクツ ▲設計：川口里己 オスカーレーシング●代表：坂井一郎

テクノ/東京堂 ｻｲｸﾛﾝNES-02 ◎オスカーFJ ●オスカーT3C

東京堂スペシャル ◆NES-01 ●オスカーTⅠ/TⅡ

アドバンスド・デザイン ▲設計：川口里己

AD303-001 AD305 ◆ADR-YN-11

ヒューマン・レーシングカーズ カプリシャスレーシング

ヒューマン712 ｶﾌﾟﾘｼｬｽCR-01 ｶﾌﾟﾘｼｬｽOR02B ｶﾌﾟﾘｼｬｽ05P

レーシングポスト　カタノ

カタノF01 カタノF02 カタノFZ03 ◆カタノFG05 カタノFZ07 カタノFZ08 カタノFZ09

戸田レーシング●代表：戸田幸男

戸田RS-Ⅰ 戸田RS-Ⅱ 戸田RS-Ⅲ 戸田RS-Ⅴ

斉藤　滋 シャドー・カーズ

シャドーFJ-01 シャドーFJ-02 シャドー73LA

藤壺技研 カーメイト 東レーシングサービス

マスタリー72A ｶｰﾒｲﾄSpl. MR5 イースト801

長沢レーシング

レオン712 レオン72F ◆レオン731F

シノダレーシングショップ●代表：篠田千尋

SRS901 SRS90２ SRS903 SRS905 ◎SRS-FJ01 SRS906

玉手 通雄 枡本富正 KIT　山岸 進 中川任/千石清

APRIL-FJ_1_2 ﾏｽﾓﾄ･ﾎﾝﾀﾞF-J ※F4規格で製作 KIT-FJ KIT-Ⅱ アスト１ エディ81A

山口数馬 斉藤政巳/板沢 宏 梅原 レーシングビート

AUTO FORM Ⅳ ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞMH3 ウメハラFJ MOMOTARO-RB

法大自動車研究会

法政　F-Ⅳ

42 40 3147 46 46 48 35

コンストラクター系 プライベーター系

■'74/3　SRE発足

ガタロMKⅡ～MKⅥ

0　/計145ﾓﾃﾞﾙ

■SRE名古屋支部発足

ミニフォーミュラの系譜  &　動態/形態保存マシン一覧(写真) (FJ360/FL500/FL-B/FL550)
　　　　　　　　　　　　　　※写真は現存マシン

2020/02/12　改正版

2 6 18 37 51 43 24


