
　　《Course》

富士スピードウエイ 31 レース

鈴鹿サーキット 211 レース

筑波サーキット 226 レース

中山サーキット 92 レース

北海道スピードウエイ 4 レース

野呂山スピ－ドパーク 4 レース

西日本サーキット 49 レース

厚保サーキット 1 レース

All レース

MINI FORMULA RACE　ALL RESULT
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１．開催レース数の変貌 1

（開催レース数・ニューマシンリリース数集計）

２．レース結果

1) １９６８年 2

2) １９６９年

3) １９７０年

4) １９７１年 3

5) １９７２年 4

6) １９７３年 5

7) １９７４年 6

8) １９７５年 7

9) １９７６年 8

10) １９７７年 9

11) １９７８年 10

12) １９７９年 11

13) １９８０年 12

14) １９８１年 13

15) １９８２年 14

16) １９８３年 15

17) １９８４年

18) １９８５年

19) １９８６年 16

20) １９８７年

21) １９８８年

22) １９８９年

23) １９９０年 17

24) １９９１年

《SOURCE》JAF-HP　国内競技結果リザルト

《著作権に関する注意事項》

この資料は私的使用のために作成したものです。私的使用の範囲を越える閲覧・複製等については、著作権者の

許諾が必要となるものも含まれている事をご理解頂き、無用な複製・転載・公開等については個人の責任におい

て実施して頂く様、よろしくお願いします。
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■ミニフォーミュラーカーレースの潮流（MF、F-J、FJ360、FL-B、FL500、FL550）

レース開催数 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 合計

富士スピードウエイ 2 6 5 4 4 4 2 1 1 1 1 31

鈴鹿サーキット 7 12 17 14 12 16 15 16 19 13 15 17 16 15 7 211

筑波サーキット 1 17 15 14 7 22 23 22 19 15 18 17 15 10 2 3 3 3 226

中山サーキット 4 4 12 9 5 8 9 9 10 9 7 6 92

北海道スピードウエイ 1 3 4

野呂山スピ－ドパーク 2 2 4

西日本サーキット 7 7 7 8 6 8 6 49

厚保サーキット 1 1

合計 2 6 18 37 53 43 24 47 46 46 48 34 42 40 31 25 9 11 12 12 10 9 7 6 618

リリースされたマシン数 6 7 13 21 22 8 10 6 9 8 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125

黎明期 急成長期 変動期 安定期（開発競争期） 衰退期 終焉
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All End

オイルショック 筑波FL-Bレース終焉

FJ1300スタート 鈴鹿FL-Bレース終焉

JAF＿F-J規定制定　　JAF-GPでFJレース開催 FL550レース終焉

RQCフォーミュラ･ミニレース開催 FJ1600レーススタート

富士ミニカーレースにミニフォーミュラ・カーが出場

《レース数カウント上の留意点》 １．2ヒートレースは２レースとしてカウント。

《Source》JAFモータースポーツHP　国内競技結果リザルト ２．ミニカーレース（混走レース）も1レースとしてカウント
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《Source》JAFモータースポーツHP　国内競技結果リザルト ２．ミニカーレース（混走レース）も1レースとしてカウント



FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1968/8/25 第３回富士ツーリスト・トロフィー・レース大会 ミニカー 富士スピードウェイ ＤＢスペシャル１０１ 板沢 宏

1968/11/3 富士スピードフェスティバル ミニカー 富士スピードウェイ スズキフロンテ 市野 三千雄

1969/4/6 富士300キロレース大会‘69ゴールデンシリーズI ミニカー 富士スピードウェイ ホンダN 安川 ひろし

1969/6/15 ジュニアセブンチャレンジカップレース FM 富士スピードウェイ RQニアルコ 津々見 友彦

1969/6/29 富士300キロレース大会‘69ゴールデンシリーズII ミニカー 富士スピードウェイ ノーザSPL 蒲谷 公夫

1969/8/17 R．Q．ミニカーレース大会 ミニカー 富士スピードウェイ エバカンナム 若松 孝太郎

1969/8/31 富士300キロレース大会‘69ゴールデンシリーズIII ミニカー 富士スピードウェイ フロンテニアルコ 市野 三千雄

1969/11/3 富士300キロレース大会’69ゴールデンシリーズIV ミニカー 富士スピードウェイ カワゴエSPL 川越 賢二

1970/2/22 東京クラブ連合レースシリーズI F-J 鈴鹿サーキット（西） RQニアルコ 解良喜 久雄

1970/6/14 東京クラブ連合レースシリーズII F-J 鈴鹿サーキット（西） RQアウグスタ 風戸 裕

1970/6/28 ディリースポーツ杯鈴鹿ダイヤモンドレース大会 FJ-I 鈴鹿サーキット ニアルコフロンテ 堀田 順子

1970/6/28 ディリースポーツ杯鈴鹿ダイヤモンドレース大会 FJ-II 鈴鹿サーキット フロンテRF 伊藤 光夫

1970/9/20 鈴鹿シルバーカップレース F-J 鈴鹿サーキット ハヤシ702A 田中 弘

1970/10/18 東京クラブ連合レースシリーズIII F-J 鈴鹿サーキット（西） オトキチSP 堀 雄登吉

1970/11/3  全日本鈴鹿自動車レース大会  F-J 鈴鹿サーキット  ハヤシ702A 田中 弘 

1970/4/19  ジュニアセブンチャレンジカップレース  F-J 富士スピードウェイ  フロンテRF  伊藤 光夫 

1970/5/3  JAFグランプリレース大会  F-J 富士スピードウェイ  オトキチSPL  堀 雄登吉 

1970/8/9  ＮＥＴスピードカップレース  F-J 富士スピードウェイ  ﾌﾞﾗﾊﾞﾑBT16 大久保 力 

1970/9/15  ジュニアセブンチャレンジカップレース  F-J 富士スピードウェイ  オトキチSPL  堀 雄登吉 

1970/10/9  日本オールスターレース  F-J 富士スピードウェイ  アローS1  堀 雄登吉 

1970/7/5 RQCミニカーフェスティバル F-J 筑波サーキット オトキチSPL  堀 雄登吉

1970/8/16  ジュニアセブン北海道チャレンジレース  F-J 北海道  RQアウグスタ  成田 修 

1970/4/18 西日本自動車レース大会NO.1 360クラス 中山サーキット 椿本スペシャル 金子 義信

1970/4/18 西日本自動車レース大会NO.1 500クラス 中山サーキット ハヤシ702A 林 将一

1970/7/11 西日本自動車レース大会NO.2 F-J 中山サーキット ハヤシ702A 田中 弘

1970/10/24 西日本自動車レース大会NO.3 F-J 中山サーキット ベルコ96A 横田 英毅

1968

1969

1970

2



FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1971/2/21 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ702A 田中 弘

1971/3/21 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ702A 佐々木 秀六

1971/5/30 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ702A 金子 善信

1971/6/27 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ワールドAC－9 栗浜 猛司

1971/7/18 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） 渋谷 文夫

1971/9/5 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ702A 野田 治

1971/10/24 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ702A 野田 治

1971/11/28 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500  鈴鹿サーキット ハヤシ702A 佐々木 秀六

1971/3/7 全日本鈴鹿自動車レース大会  FL500  鈴鹿サーキット  アウグスタMKⅡ  米山 二郎 

1971/8/22  鈴鹿グレート２０ドライバーズレース  FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ96A  成田 修 

1971/9/19  全日本鈴鹿自動車レース大会  FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ96A  成田 修 

1971/11/6  全日本鈴鹿ゴールデントロフィーレース  FL500  鈴鹿サーキット  KEｰFJ-1  片山 義美 

1971/1/31  ① オートスポーツトロフィーレース第１戦  FL500  富士スピードウェイ  ベルコ96A  高田 忠政 

1971/5/3 日本グランプリレース大会  FL500  富士スピードウェイ  ベルコ96A  成田 修 

1971/11/3  日本オールスターレース  FL500  富士スピードウェイ  ベルコ96A  津々見 友彦 

1971/12/5  ⑥ オートスポーツトロフィーレース第６戦  FL500  富士スピードウェイ  アローSⅡ  本橋 明泰 

1971/4/17  オートスポーツトロフィーレース第2戦　 ヒート1 FL500  筑波サーキット  ベルコ96A  山口 三郎 

1971/4/17  オートスポーツトロフィーレース第2戦　 ヒート2 FL500  筑波サーキット  アウグスタMKⅡ  鮒子田 寛 

1971/4/18  ② オートスポーツトロフィーレース第2戦　 総合 FL500  筑波サーキット  アローS1 堀 雄登吉 

1971/5/23 RQCミニカーフェスティバル　ヒート1 FL500  筑波サーキット アローS1 堀 雄登吉

1971/5/23 RQCミニカーフェスティバル　ヒート2 FL500  筑波サーキット アローS1 堀 雄登吉

1971/5/23 RQCミニカーフェスティバル　総合 FL500  筑波サーキット アローS1 堀 雄登吉

1971/6/27  オートスポーツトロフィーレース第３戦　 ヒート1 FL500  筑波サーキット  ベルコ96A  成田 修 

1971/6/27  オートスポーツトロフィーレース第３戦　 ヒート2 FL500  筑波サーキット  アローS1  堀 雄登吉 

1971/6/27  ③ オートスポーツトロフィーレース第３戦　 総合 FL500  筑波サーキット  ベルコ96A  成田 修 

1971/7/11 ＲＱＣミニカーフェスティバル　第２戦 FL500  筑波サーキット アローS1 堀 雄登吉

1971/8/7  オートスポーツトロフィーレース第4戦　ヒート1 FL500  筑波サーキット  アローS1 堀 雄登吉 

1971/8/7  オートスポーツトロフィーレース第4戦　ヒート2 FL500  筑波サーキット  アローS1  中山 松雄 

1971/8/8  ④ オートスポーツトロフィーレース第4戦　総合 FL500  筑波サーキット  アローS1 堀 雄登吉 

1971/10/23  オートスポーツトロフィーレース第5戦　ヒート1 FL500  筑波サーキット  ベルコ96A  成田 修 

1971/10/23  オートスポーツトロフィーレース第５戦　ヒート2 FL500  筑波サーキット  アローSⅢ  堀 雄登吉 

1971/10/24 ⑤ オートスポーツトロフィーレース第５戦　総合 FL500  筑波サーキット  アローSⅢ  堀 雄登吉 

1971/11/21 R．Q．C．ミニカーフェスティバル第3戦 FL500  筑波サーキット ベルコ96A 高田 忠政

1971/4/18 西日本自動車レース大会NO.1 FJ360 中山サーキット 椿本スペシャル 金子 義信

1971/4/18 西日本自動車レース大会NO.1 FL500  中山サーキット ハヤシ702A 林 将一

1971/7/11 西日本自動車レース大会NO.2 FL500  中山サーキット ハヤシ702A 田中 弘

1971/10/24 西日本自動車レース大会NO.3 FL500  中山サーキット ベルコ96A 横田 英毅

1971　　　　○数字：AUTOSPORT　Trophy/FL500
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1972/2/20 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS－01 力身 修

1972/3/20 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ702A 林 将一

1972/4/23 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ファニカSPL 山本 俊茂

1972/5/28 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ706 佐々木 秀六

1972/7/16 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ベルコ97A 水谷 敬一

1972/9/3 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL500  鈴鹿サーキット ハヤシ706 佐々木 秀六

1972/10/8 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ワールドAC9－C 新井 鐘哲

1972/11/12 鈴鹿シルバーカップレース第８戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ワールドAC9－C 新井 鐘哲

1972/11/26 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500  鈴鹿サーキット KE-FJ－II 阪口 顕

1972/1/16  ① ① 全日本鈴鹿新春３００キロレース  FL/FJ 鈴鹿サーキット  ベルコ96A  高田 忠政 

1972/3/5  ③ ② 全日本鈴鹿自動車レース大会  FL/FJ 鈴鹿サーキット  ハヤシ706A  高武 富久美 

1972/4/2 ④ ③ 全日本鈴鹿５００キロ自動車レース  FL/FJ 鈴鹿サーキット  ベルコ97A  高田 忠政 

1972/8/20  ⑨ ⑤ 全日本鈴鹿３００キロ・ツーリングカーレース  FL/FJ 鈴鹿サーキット  KE-FJ-ⅡB 片山 義美 

1972/9/17  ⑪ ⑥ 全日本鈴鹿自動車レース  FL/FJ 鈴鹿サーキット  幼稚1号(ﾊﾔｼ707X) 高武 富久美 

1972/11/5  鈴鹿グレート２０ドライバーズレース　ヒート1 FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ97A  真田 睦明 

1972/11/5  鈴鹿グレート２０ドライバーズレース　ヒート2  FL500  鈴鹿サーキット  KE-FJ-Ⅱ 従野 孝司 

1972/11/5  鈴鹿グレート２０ドライバーズレース 　総合 FL500  鈴鹿サーキット  KE FJ-Ⅱ  従野 孝司 

1972/5/3  日本グランプリレース  FL500  富士スピードウェイ  KE-FJ-Ⅱ 片山 義美 

1972/5/21  ⑥ ④ 全日本オートスポーツトロフィーレース　第１戦  FL/FJ 富士スピードウェイ  ハヤシ706  山本 俊茂 

1972/7/2  日本オールスターレース  FL500  富士スピードウェイ  ベルコ97A  中野 雅晴 

1972/12/3  ⑮ ⑦ 全日本オートスポーツトロフィーレース　第２戦  FL/FJ 富士スピードウェイ  ベルコ97A  高田 忠政 

1972/2/13  ② バレンタイントロフィーダッシュレース  FL500  筑波サーキット  ベルコ96A 津々見 友彦 

1972/4/2 東日本ミニカー耐久シリーズ第1戦 FL500  筑波サーキット  アローSIII 堀 オトキチ

1972/4/23  ⑤ チームエイト８周年記念レース  FL500  筑波サーキット  ベルコ97A  成田 修 

1972/5/14 東日本ミニカー耐久シリーズ　オールミニ2時間レース FJ 筑波サーキット オトキチ光スペシャル 真野 斉

1972/5/14 東日本ミニカー耐久シリーズ　オールミニ2時間レース FL500 筑波サーキット ベルコ96A 三ツ俣三千男

1972/8/13 東日本ミニカー耐久シリーズ　オールミニ4時間レース FL500  筑波サーキット ベルコ97A 高田 和政

1972/9/24  筑波チャンピオンレース　ヒート１ FL500  筑波サーキット  東京技研F500  津々見 友彦 

1972/9/24  筑波チャンピオンレース　ヒート2 FL500  筑波サーキット  ハヤシ707X  高武 富久美 

1972/9/24  ⑫ 筑波チャンピオンレース　合計 FL500  筑波サーキット  東京技研F500  津々見 友彦 

1972/10/8 東日本ミニカー耐久シリーズ・オールミニ200Kmレース FL500  筑波サーキット ベルコ97A 高田 和政

1972/10/15  ＮＥＴスピードカップレース　ヒート1 FL500  筑波サーキット  ハヤシ707X  高武 富久美 

1972/10/15  ＮＥＴスピードカップレース　ヒート2 FL500  筑波サーキット  KS-01  田中 弘 

1972/10/15  ⑬ ＮＥＴスピードカップレース　決勝 FL500  筑波サーキット  ハヤシ707X  高武 富久美 

1972/11/12  ⑭ チームエイト８周年記念レース  FL500  筑波サーキット  ベルコ97A 真田 睦明 

1972/12/17 SMRCクリスマス・フェスティバル FL500  筑波サーキット アローS31 堀 雄登吉

1972/6/11  東京オールスターレース　ヒート1 FL500  北海道スピードウェイ  ベルコ97A  中野 雅晴 

1972/6/11  東京オールスターレース　ヒート2 FL500  北海道スピードウェイ  ベルコ97A  中野 雅晴 

1972/6/11  ⑦ 東京オールスターレース　合計 FL500  北海道スピードウェイ  ベルコ97A  中野 雅晴 

1972/1/30 SRC杯ゴールドトロフィーレース大会NO1 FL500  中山サーキット ベルコ96A 横田 英毅

1972/3/19 SRC杯ゴールドトロフィーレース大会NO2 FL500  中山サーキット ベルコ96A 横田 英毅

1972/4/23 西日本自動車レース大会No1 FL500  中山サーキット ベルコ96A 横田 英毅

1972/5/21 NRC西日本自動車レース大会 FL500  中山サーキット 戸田RS－1 石崎 恒行

1972/6/25 中山ノーマルカーレース大会 FJ/ミニ 中山サーキット ハヤシ706 中山 和磨

1972/7/16 西日本自動車レース大会NO.2 FJ360 中山サーキット KE－FJ－II 片山 義美

1972/7/16 ⑧ 西日本自動車レース大会NO.2 FL500  中山サーキット ベルコ97A  中野 雅晴

1972/8/20 SRC杯ゴールドトロフィーレース大会NO.3 FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－1 石崎 恒行

1972/9/24 SRC杯ゴールドトロフィーレース大会NO.4 FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－1 石崎 恒行

1972/10/22 西日本自動車レース大会NO.3 FL500  中山サーキット 戸田RS－I 石崎 恒行

1972/11/19 SRC杯ゴールドトロフィーレース大会NO.5 FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－1 石崎 恒行

1972/12/17 SRC杯ゴールドトロフィーレース大会NO.6 FJ360 中山サーキット 戸田RS－1 石崎 恒行

1972/9/10  フォーミュラカーレース  FL500  野呂山スピ－ドパーク ハヤシ706  高武 富久美 

1972/10/15 NSP三周年記念FJレース大会 FL500  野呂山スピ－ドパーク 戸田RS－1 石崎 恒行

1972 　　　　　○数字：FL500　Championship　　●数字：FJ360　Championship
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1973/2/18 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ706 佐々木 秀六

1973/3/21 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ベルコ97A 水谷 敬一

1973/4/22 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ベルコ97A 水谷 敬一

1973/5/27 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ハヤシ706 佐々木 秀六

1973/6/17 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ベルコ97A 水谷 敬一

1973/7/15 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ベルコ97A 水谷 敬一

1973/9/2 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） 岩田NTSPL 堀内 久司

1973/11/25 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500  鈴鹿サーキット マルチFJS 新井 鐘哲

1973/1/14  ① 全日本鈴鹿新春３００キロレース  FL500  鈴鹿サーキット アローS31  堀 雄登吉 

1973/3/4 ② 全日本鈴鹿パールトロフィーレース大会  FL500  鈴鹿サーキット ハヤシ707X 高武 富久美 

1973/4/1  ③ 全日本鈴鹿５００Ｋｍ自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット KE-FJ-ⅡB 片山 義美 

1973/8/12  ⑥ 鈴鹿グレート20ドライバーズレース  FL500  鈴鹿サーキット ベルコ96A  高畑 吉男 

1973/9/9  ⑦ 全日本　鈴鹿ダイヤモンド　レース  FL500  鈴鹿サーキット ベルコ97A  水谷 敬一 

1973/11/11  ⑨ 全日本鈴鹿自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット ハヤシ706  佐々木 秀六 

1973/5/3  ② 日本グランプリレース  FJ360 富士スピードウェイ  KEフロンテ  片山 義美 

1973/6/17  ⑤ ③ ＲＱＣフォーミュラチャンピオンレース  FL/FJ 富士スピードウェイ  ベルコ97A  佐藤 一彦 

1973/6/17  RQCフォーミュラチャンピオンレース FB 富士スピードウェイ  アローS31 中里 道夫

1973/7/1  日本オールスターレース  FL500  富士スピードウェイ  KE-FJ-ⅡB 片山 義美 

1973/4/1 SMRCチャンピオンレース FL/FJ/FB 筑波サーキット ベルコ97A 三ツ俣 美千夫

1973/4/22  ① 日本スピードカップレース  FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 真田 睦明 

1973/5/20 SMRCチャンピオンレース FB 筑波サーキット アロー　SII 金子 照治

1973/5/20 ④ SMRCチャンピオンレース FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 真田 睦明

1973/7/29  シェルスピードカップレース  FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 真田 睦明 

1973/8/5 SMRCチャンピオンレース FB 筑波サーキット アローS31 中里 道夫

1973/8/5 SMRCチャンピオンレース FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 佐藤 一彦

1973/9/16  ⑧ ④ NETスピードカップレース  FL/FJ 筑波サーキット ハヤシ706  佐々木 秀六 

1973/9/30 SMRCチャンピオンレース FB 筑波サーキット アローS31 中里 道夫

1973/9/30 SMRCチャンピオンレース FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 真田 睦昭

1973/10/14  ⑤ ビッグスポーツカップレース  FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 佐藤 一彦 

1973/11/25  グランド　スピードカップ　レース  FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 真田 睦明 

1973/12/9 SMRCチャンピオンレース FL/FJ 筑波サーキット ベルコ97A 真田 睦明 

1973/12/9 SMRCチャンピオンレース FB 筑波サーキット アローS31 中里 道夫

1973/1/3 ニューイヤーレースミーティング FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－1 石崎 恒行

1973/3/11 SRCゴールドカップレース FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－I 石崎 恒行

1973/5/13 西日本自動車レース大会NO.1 FJ/FL 中山サーキット ハヤシ706S 力身    修

1973/6/10 SRCゴールドカップレース FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－1 石崎 恒行

1973/8/5 西日本自動車レース大会NO.2 FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－I 石崎 恒行

1973/9/23 西日本自動車レース大会NO.3 FJ/FL 中山サーキット マルチFJS 新井 鐘哲

1973/10/21 関西ゴールドトロフィーレースSr．4 FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－II 石崎 恒行

1973/11/4 山陽放送杯自動車レース大会 FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－II 石崎 恒行

1973/12/9 SRCゴールドカップレース FJ/FL 中山サーキット 戸田RS－II 石崎 恒行

1973/5/6 野呂山チャンピオン＆フレッシュマンレース FJ/FL 野呂山スピ－ドパーク ハヤシ706 今井 正明

1973/10/14  西日本オールスターレースR3 FJ/FL 野呂山スピ－ドパーク マルチFJS 新井 鐘哲

1973 　　　　　○数字：FL500　Championship　　●数字：FJ360　Championship
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1974/4/21 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS－05 佐々木 秀六

1974/5/26 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KEFJII 杉浦 克彦

1974/7/14 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） マルチFJS 福島 千恵次

1974/8/11 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） マルチFJS 福島 千恵治

1974/10/6 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KE－FJ－II 杉浦 克彦

1974/10/27 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KE－FJ－II 杉浦 克彦

1974/11/24 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500  鈴鹿サーキット KE－FJ－II 山本 高士

1974/5/19  全日本鈴鹿フォーミュラレース  FL500  鈴鹿サーキット  KS-05  佐々木 秀六 

1974/8/4  鈴鹿グレート20ドライバーズレース  FL500  鈴鹿サーキット  KE-FJ-Ⅲ  片山 義美 

1974/9/8 全日本選手権鈴鹿ダイヤモンドレース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ709  力身 修 

1974/9/29 全日本鈴鹿自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ97A  金田 政行 

1974/11/3  ＪＡＦグランプリ・レース  FL500  鈴鹿サーキット  KE-FJ-Ⅲ  片山 義美 

1974/4/14 S．M．R．C．チャンピオンレース．シリーズI FL500  筑波サーキット ベルコ97A 佐藤 一彦

1974/5/5 ゴールデンスターズ・100 FL500  筑波サーキット ベルコ97A 佐藤 一彦

1974/6/16 SMRCチャンピオンレースシリーズII FL500 筑波サーキット ベルコ97A 佐藤 一彦

1974/8/4 SMRCチャンピオンレースシリーズIII FL500  筑波サーキット アローSIII 中里 道夫

1974/8/25 ゴールデンスターズ・100 FL500  筑波サーキット ベルコ97A 小平 悦久

1974/10/20 SMRCチャンピオンレースシリーズIV FL500  筑波サーキット ベルコ97A 佐藤 一彦

1974/11/3 ゴールデンスターズ・100 FL500  筑波サーキット ベルコ97A 清水 省一

1974/1/3 中山ニューイヤーレースミーティング J/FL 中山サーキット ハヤシ706 青木 久男

1974/4/14 中山4周年記念自動車レース大会 J/FL 中山サーキット KE-FJ-III 片山 義美

1974/5/5 西日本自動車レース大会No.1 J/FL 中山サーキット KS－05 佐々木 秀六

1974/6/9 中山ゴールドトロフィーレース大会 J/FL 中山サーキット 関西水栓SPL 緒方 行雄

1974/8/11 西日本自動車レース大会NO2 J/FL 中山サーキット 戸田RSIII 石崎 悦行

1974
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1975/1/26 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） マルチFJS 浅井 恒久

1975/3/2 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ロードスター709S 山口 眞司

1975/4/20 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） マルチFJ 伊藤 康輝

1975/5/11 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ベルコ 荒川 ゆたか

1975/7/13 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS－05 佐々木 秀六

1975/8/31 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ロードスター05 畑川 治

1975/9/21 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） マルチF1S 伊藤 康輝

1975/10/5 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） マルチFJS 伊藤 康輝

1975/11/30 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500  鈴鹿サーキット マルチFJS2 浅井 恒久

1975/1/12  全日本鈴鹿新春300キロ自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット  ウエスト759  中嶋 悟 

1975/3/9  鈴鹿フォーミュラジャパンレース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ709S  力身 修 

1975/4/6  鈴鹿ビッグ2＆4チャンピオンレース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ709 道上 佐堵史 

1975/5/25  鈴鹿ダイヤモンド・レース  FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ97A 金田 政行 

1975/7/6  鈴鹿500キロレース大会  FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ97B N.ニコル 

1975/9/28  鈴鹿グレート２０ドライバーズレース  FL500  鈴鹿サーキット  ウエスト759  中嶋 悟 

1975/11/2  ＪＡＦグランプリレース  FL500  鈴鹿サーキット  ウエスト759  中嶋 悟 

1975/5/4  日本グランプリ・レース  FL500  富士スピードウェイ  KE-FJ-III  山本 高士 

1975/7/13  富士フォーミュラ　チャンピオン　レース  FL500  富士スピードウェイ  ベルコ97B N.ニコル 

1975/2/16 ジュニアチャンピオンシリーズI FB 筑波サーキット アローS35 高山 浩

1975/2/16 ジュニアチャンピオンシリーズI FL500  筑波サーキット ベルコ97A 金田 政行

1975/3/16  筑波フォーミュラグレートレース FL500  筑波サーキット  ベルコ97A 金田 政行 

1975/3/30 筑波ロードマスターズレースシリーズI FL500  筑波サーキット ベルコ97A 金田 政行

1975/4/13 SMRCチャンピオンシップレースI FB 筑波サーキット アローS35 高山 浩

1975/4/13 SMRCチャンピオンシップレースI FL500  筑波サーキット ベルコ97A 白鳥 芳一

1975/5/4 ジュニアチャンピオンシリーズII FB 筑波サーキット ペパードサイクロン 和田 しげひろ

1975/5/4 ジュニアチャンピオンシリーズII FL500  筑波サーキット ベルコ96A 石神 豊治

1975/6/8 TACSロンソンスピードフェスティバル FL500  筑波サーキット ベルコ97A 金田 政行

1975/6/15 SMRCチャンピオンシップレースシリーズII FB 筑波サーキット アローS35 金子 健一

1975/6/15 SMRCチャンピオンシップレースシリーズII FL500  筑波サーキット RSファルコン75A 飯田 武

1975/7/27 NRT・RRCジュニアチャンピオンシリーズ・3 FB 筑波サーキット アローS35 高山 浩

1975/7/27 NRT・RRCジュニアチャンピオンシリーズ・3 FL500  筑波サーキット ベルコ97A 金田 政行

1975/8/24 RRCジュニアチャンピオンシリーズ4 FB 筑波サーキット RRCカプリシャス 鈴木 重芳

1975/8/24 RRCジュニアチャンピオンシリーズ4 FL500  筑波サーキット ベルコ97A 金田 政行

1975/9/14 SMRCチャンピオンシップレースIII FB 筑波サーキット アローS35 高山 浩

1975/9/14 SMRCチャンピオンシップレースIII FL500  筑波サーキット ベルコ97A 金田 政行

1975/11/2 NRT・RRCジュニアチャンピオンシリーズ・5 FB 筑波サーキット アローS35 高山 浩

1975/11/2 NRT・RRCジュニアチャンピオンシリーズ・5 FL500  筑波サーキット ベルコ97A 清水 省一

1975/11/16  レース・ド・ニッポン筑波オータムカップ FL500  筑波サーキット  ベルコ97A 金田 政行 

1975/11/30 SMRCチャンピオンシップレースシリーズIV FB 筑波サーキット アローS35 金子 健一

1975/11/30 SMRCチャンピオンシップレースシリーズIV FL500  筑波サーキット ベルコ97A 金田 政行

1975/5/11 ムサシマスターズレース1 FL500 西日本サーキット ハヤシ709 刀身 修

1975/6/8 西日本フレッシュマンレースNO．1 FL500 西日本サーキット KS－05 斉藤 修二

1975/8/3 西日本フレッシュマンレースNO．2 FL500 西日本サーキット ハヤシ706 江山 広実

1975/8/17 TBKシルバーカップレースNo3 FL500 西日本サーキット KS－05 斉藤 修二

1975/10/5 ムサシマスターズレースII FL500 西日本サーキット 戸田ＲＳII 中本 健吾

1975/10/19 西日本グランド200チャンピオンレース FL500 西日本サーキット 戸田ＲＳII 中本 健吾

1975/11/30 西日本フレッシュマンレースシリーズNO3 FL500 西日本サーキット KS－05 斉藤 修二

1975
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1976/1/25 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ベルコ97B 今村 隆幸

1976/2/22 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS05 岩月 隆始

1976/4/18 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS05 瀬川 雅雄

1976/5/30 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS05 瀬川 雅雄

1976/6/20 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS05 瀬川 雅雄

1976/7/18 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS05C 瀬川 雅雄

1976/8/22 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ウエスト769  柿本 由行

1976/10/3 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS05 瀬川 雅雄

1976/11/28 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500 鈴鹿サーキット ハヤシ709 R　T ゲック

1976/1/11  ガーネット鈴鹿２００キロレース大会  FL500  鈴鹿サーキット  ウエスト759  中嶋 悟 

1976/3/7  鈴鹿ビッグ２＆４レース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ711  畑川 治 

1976/4/11  鈴鹿ダイヤモンドレース  FL500  鈴鹿サーキット  KS-05  竹下 憲一 

1976/5/23  鈴鹿フォーミュラジャパンレース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ711  畑川 治 

1976/9/26  鈴鹿グレート２０ドライバーズレース  FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ97C 金田 政行 

1976/11/7  日本グランプリ自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット  ベルコ97C 金田 政行 

1976/8/8  富士フォーミュラチャンピオンレース大会  FL500  富士スピードウェイ  ベルコ97B 金丸 修二 

1976/2/29 ラッテストーンチャンピオンシップ第1戦 FB360 筑波サーキット ベルコ97C 金子 健一

1976/2/29 L1 ラッテストーンチャンピオンシップ第1戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 金丸 修二

1976/3/21 ラッテストーンチャンピオンシップ第2戦 FB360 筑波サーキット ベルコ97C 金子 健一

1976/3/21 L2 ラッテストーンチャンピオンシップ第2戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 金丸 修二

1976/4/4 ラッテストーンチャンピオンシップ第3戦 FB360 筑波サーキット カプリシャスCRｰ01 小幡 栄

1976/4/4 L3 ラッテストーンチャンピオンシップ第3戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 金丸 修二

1976/5/9 ラッテストーンチャンピオンシップ第4戦 FB360 筑波サーキット アローS35 大野 隆生

1976/5/9 L4 ラッテストーンチャンピオンシップ第4戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 金丸 修二

1976/5/23 ラッテストーンチャンピオンシップ第5戦 FB360 筑波サーキット アロー 松田 弘治

1976/5/23 L5 ラッテストーンチャンピオンシップ第5戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 酒井 良郎

1976/6/27 ラッテストーンチャンピオンシップ第6戦 FB360 筑波サーキット カプリシャス 小幡 栄

1976/6/27 L6 ラッテストーンチャンピオンシップ第6戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 金丸 修二

1976/8/29 ラッテストーンチャンピオンシップ第7戦 FB360 筑波サーキット アローS35F 大野 隆生

1976/8/29 L7 ラッテストーンチャンピオンシップ第7戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 金丸 修二

1976/9/19 ラッテストーンチャンピオンシップ第8戦 FB360 筑波サーキット アローS35 並木 武司

1976/9/19 ラッテストーンチャンピオンシップ第8戦　ヒート1 FL500 筑波サーキット ベルコ97B 金丸 修二

1976/9/19 ラッテストーンチャンピオンシップ第8戦　ヒート2 FL500 筑波サーキット ベルコ97A 清水 省一

1976/9/19 L8 ラッテストーンチャンピオンシップ第8戦　総合 FL500 筑波サーキット アローS35 高山 浩

1976/10/3 ラッテストーンチャンピオンシップ第9戦 FB360 筑波サーキット ベルコ97C 金子 健一

1976/10/3 L9 ラッテストーンチャンピオンシップ第9戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金田 政行

1976/11/14 レース・ド・ニッポン筑波 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金田 政行

1976/11/21 ラッテストンチャンピオンシップ第10戦 FB360 筑波サーキット アロー 伊藤 吉広

1976/11/21 L10 ラッテストンチャンピオンシップ第10戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金田 政行

1976/3/7 中国九州選手権レース FL 西日本サーキット ハヤシ706 江山 広実

1976/6/13 西日本シルバリィチャンピオンレース FL 西日本サーキット ハヤシ709 畑川 治

1976/6/27 西日本フレッシュマンレースNo．1 FL 西日本サーキット ハヤシ706 江山 広実

1976/8/8 西日本フレッシュマンレースNo．2 FL 西日本サーキット ハヤシ706H 江山 広実

1976/9/19 AMSC西日本選手権レース FL 西日本サーキット 戸田RSⅡ 中本 健互

1976/10/24 西日本フレッシュマンレース　No．3 FL 西日本サーキット ハヤシ711 永野 栄二

1976/12/5 西日本ゴールデンチャンピオンレース FL 西日本サーキット ハヤシ711 永野 栄二

1976             L：LatteStone FL500 Series
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1977/2/20 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KE-FJ-III 大塚 博文

1977/3/20 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS07  張本 成海

1977/4/17 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ウエスト779X 藤本 英輝

1977/5/29 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KE-FJ-III 大塚 博文

1977/6/19 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KE-FJ-III 大塚 博文

1977/8/21 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） KS07  中野 常治

1977/10/2 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL500  鈴鹿サーキット（西） ろばた焼処SE 木山 憲司

1977/11/27 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500  鈴鹿サーキット KS07  永川 鉉植

1977/4/3 S1 鈴鹿ダイヤモンド自動車レース大会  FL500  鈴鹿サーキット  KS07  瀬川 雅雄 

1977/5/22  S2 鈴鹿フォーミュラジャパン自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット  KS07  瀬川 雅雄 

1977/7/3  S3 鈴鹿ＦＪチャンピオンレース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ711B  畑川 治 

1977/8/28  S4 鈴鹿５００キロ自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット  SE525  浅井 順久 

1977/9/25 S5 鈴鹿グレート２０ドライバーズレース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ711B  畑川 治 

1977/10/9  S6 鈴鹿ＦＪチャンピオン自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ711B  畑川 治 

1977/11/6  S7 ＪＡＦ鈴鹿グランプリ自動車レース  FL500  鈴鹿サーキット  ハヤシ711B  畑川 治 

1977/12/18  S8 鈴鹿FJチャンピオンレース  FL500  鈴鹿サーキット  KS07  杉浦 克彦 

1977/8/7  富士フォーミュラチャンピオンレース  FL500  富士スピードウェイ  ファルコン77A  飯田 武 

1977/2/6 T1 筑波フォーミュラーレースシリーズ第1戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 清水 省一

1977/2/27 RRC筑波チャンピオンズレース FB 筑波サーキット アローS35F 並木 武司

1977/2/27 T2 RRC筑波チャンピオンズレース FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金田 政行

1977/3/27 LATTE　STONE　747　Part1 FB 筑波サーキット アローS35F 並木 武司

1977/3/27 T3 LATTE　STONE　747　Part1 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金田 政行

1977/5/15 ルート6筑波ゴールドカップレース FB 筑波サーキット アローS35F 大野 隆生

1977/5/29 LATTE　STONE　747　PART－2 FB 筑波サーキット カタノFZ-03V 片野 富英

1977/5/29 T4 LATTE　STONE　747　PART－2 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金丸 修二

1977/7/10 T6 レースドニッポン筑波 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金丸 修二

1977/8/14 筑波フォーミュラーシリーズVII FB 筑波サーキット アローS35F 並木 武司

1977/8/14 ルート6筑波ゴールドカップレース第3戦 FB 筑波サーキット アローS35F 並木 武司

1977/8/28 RRC筑波チャンピオンズレース第2戦 FB 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1977/8/28 T8 RRC筑波チャンピオンズレース第2戦 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金丸 修二

1977/9/18 LATTE　STONE　747　PART－3 FB 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1977/9/18 T9 LATTE　STONE　747　PART－3 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金丸 修二

1977/10/2 プロフェショナル筑波オータムレース FB 筑波サーキット カタノFZ-03V 片野 富英

1977/10/2 T10 プロフェショナル筑波オータムレース FL500 筑波サーキット ファルコン77A 飯田 武

1977/10/30 RRC筑波チャンピオンズレースNo.3 FB 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1977/10/30 T11 RRC筑波チャンピオンズレースNo.3 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金丸 修二

1977/11/20 LATTE　STONE　747　PART－4 FB 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1977/11/20 T12 LATTE　STONE　747　PART－4 FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金丸 修二

1977/12/4 RRC筑波チャンピオンズレース FL500 筑波サーキット KS07  杉浦 克彦

1977/3/13 中國．九州地区選手権レース FL 西日本サーキット 戸田RS－II 太田 誠一

1977/5/1 全日本F2000選手権レース大会 FL 西日本サーキット ベルコ97C 金田 政行

1977/5/29 AMSC全日本ツーリングカー選手権レース FL 西日本サーキット ベルコ97A 坂上 昭孝

1977/7/3 西日本フレッシュマンレースNo，1 FL 西日本サーキット 戸田RS－II 太田 誠一

1977/7/31 西日本フレッシュマンレースNo．2 FL 西日本サーキット ベルコ97B 川村 清

1977/10/2 西日本フレッシュマンレースシリーズNo3 FL 西日本サーキット 原口KE 田中 秀則

1977/12/4 西日本ゴールデンチャンピオンレース FL 西日本サーキット 戸田RS－5 宮本 和枝

1977　　　　　　　S：Suzuka Driver's Championship    T：AllStar Tsukuba Formula Series
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1978/2/19 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL500 鈴鹿サーキット（西） KS-07 中子 修

1978/2/19 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト769 神谷 誠二郎

1978/3/19 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500 鈴鹿サーキット（西） KS-07 中子 修

1978/3/19 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト769 東野 宗孝

1978/4/16 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500 鈴鹿サーキット（西） KS07 中子 修

1978/4/16 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト769 岩田 義一

1978/5/7 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL500 鈴鹿サーキット（西） ハヤシ７０９改 諏訪 友計

1978/5/7 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ＳＵＮＯＣＯ－ＳＰＬ 野田 孝史

1978/7/16 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL500 鈴鹿サーキット（西） KS-07B 中子 修

1978/7/16 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） 東名阪ＲＴ 松葉 知郎

1978/10/1 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL500 鈴鹿サーキット（西） ウエスト779LX 北川 昌志

1978/10/1 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト779L 松葉 和郎

1978/11/26 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500 鈴鹿サーキット ウエスト779A-ONE 近藤 寛之

1978/11/26 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL-B 鈴鹿サーキット ウエスト779L 松葉 和郎

1978/3/5  S1 全日本ＢＩＧ２＆４レース  FL500 鈴鹿サーキット  ファルコン77A  飯田 武 

1978/5/21  S2 鈴鹿フォーミュラジャパン自動車レース  FL500 鈴鹿サーキット  SE525  浅井 順久 

1978/7/2 S3 鈴鹿ルビートロフィ－自動車レース  FL500 鈴鹿サーキット  ファルコン77A  飯田 武 

1978/9/24 S4 鈴鹿グレート２０ドライバーズレース  FL500 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  中本 憲吾 

1978/11/5  S5 ＪＡＦ鈴鹿グランプリ自動車レース  FL500 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  中本 憲吾 

1978/5/3  ＪＡＦ富士グランプリレース大会  FL500 富士スピードウェイ  ベルコ97C改 清水 省一 

1978/2/26 筑波チャンピオンズレースＮｏ．１ FL-B 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1978/4/9 LATTE　STONE　SERIES　PART－1 FL500 筑波サーキット ベルコ97C改 清水 省一

1978/4/9 LATTE　STONE　SERIES　PART－1 FL-B 筑波サーキット ベルコ97A 小倉 次晃

1978/4/23 筑波チャンピオンズレース大会第2戦 FL-B 筑波サーキット ベルコ97A 小倉 次晃

1978/5/14 筑波チャンピオンズレース大会第3戦 FL-B 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1978/5/28 筑波フォーミュラー500選手権No．2 FL500 筑波サーキット ベルコ97C改 清水 省一

1978/6/11 LATTE　STONE　SERIES　PART－2 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 飯田 武

1978/6/11 LATTE　STONE　SERIES　PART－2 FL-B 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1978/8/27 筑波チャンピオンズレース第4戦 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 飯田 武

1978/8/27 筑波チャンピオンズレース第4戦 FL-B 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1978/9/10 LATTE　STONE　SERIES　PART－3 FL500 筑波サーキット ベルコ97C改 清水 省一

1978/9/10 LATTE　STONE　SERIES　PART－3 FL-B 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1978/10/1 筑波チャンピオンズレース第5戦 FL-B 筑波サーキット カプリシャスCR-01 五十嵐 誠

1978/10/15 筑波フオミュラー500選手権　No．7 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 飯田 武

1978/11/12 LATTE　STONE　SERIES　PART－4 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 飯田 武

1978/11/12 LATTE　STONE　SERIES　PART－4 FL-B 筑波サーキット ベルコ 武井 裕二

1978/12/3 筑波チャンピオンズ　レース　第6戦 FL-B 筑波サーキット ベルコ 武井 裕二

1978/12/17 筑波フェスティバル FL500 筑波サーキット ベルコ97C 金田 政行

1978/12/17 筑波フェスティバル FL-B 筑波サーキット カタノFZ-07 田中 恵

1978/3/5 中国，九州地区選手権レース FL 西日本サーキット 戸田RS－5 宮本 和枝

1978/4/2 グランチャンピオン・ニッポン・オールスターレース FL 西日本サーキット 戸田RS－5 宮本 和枝

1978/5/21 オールジャパン・グランド200チャンピオンレース FL500 西日本サーキット 戸田RS－5 原田 英男

1978/6/11 TBKノーマルカーレースNO．4 FL500 西日本サーキット 戸田RS－II 本田 良一

1978/7/16 西日本フレッシュマンレース　NO．2 FL500 西日本サーキット アイコム ０７ 高橋 仁

1978/8/27 ビッグサマーノーマルカーレース FL500 西日本サーキット ベルコ 坂上 昭孝

1978/9/24 西日本フレッシュマンレースNO．3 FL500 西日本サーキット アローＳＩＩＩ 中野 英二

1978/12/10 西日本ゴールデンチャンピオンレース FL500 西日本サーキット 戸田RS－5 原田 英男

1978/10/22 全日本F－II選手権レース FL500 厚保サーキット 戸田RS－5 原田 英男

1978　　　　　　　S：Suzuka Driver's Championship
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1979/3/18 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL500 鈴鹿サーキット（東） KS07 岩田 英嗣

1979/3/18 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト779 鈴木 敏夫

1979/4/15 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL500 鈴鹿サーキット（西） ハヤシ712 松葉 和郎

1979/4/15 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト779L 西林 茂也

1979/6/17 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL500 鈴鹿サーキット（東） マナティMKI 藤村 年男

1979/6/17 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト 759 西 孝之

1979/11/25 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL500 鈴鹿サーキット ロッキー07 福山 英夫

1979/11/25 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL-B 鈴鹿サーキット ウエスト779L 鈴木 敏夫

1979/3/11  S1 全日本ビッグ２＆４レース  FL500 鈴鹿サーキット  ハヤシ712 中野 常治 

1979/5/20  S2 鈴鹿フォーミュラジャパン自動車レース  FL500 鈴鹿サーキット  KS07B  中子 修 

1979/7/1  S3 鈴鹿ルビートロフィ－自動車レース  FL500 鈴鹿サーキット  ファルコン77A 小幡 栄 

1979/9/23  S4 鈴鹿グレート２０ドライバーズレース  FL500 鈴鹿サーキット  ハヤシ712 中野 常治 

1979/11/4 S5 ＪＡＦ鈴鹿グランプリ自動車レース  FL500 鈴鹿サーキット  ハヤシ712 中野 常治 

1979/3/4 筑波チャンピオンズレース第1戦 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 小幡 栄

1979/3/4 筑波チャンピオンズレース第1戦 FL-B 筑波サーキット ベルコ97C 三好 正巳

1979/3/25 ラッテストーンチャンピオンレース　PART－1 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 小旙 栄

1979/3/25 ラッテストーンチャンピオンレース　PART－1 FL-B 筑波サーキット ミスタークラフトベルコ 三好 正己

1979/4/22 レースドニツポン筑波 FL500 筑波サーキット KS-07B  中子 修

1979/5/27 ラッテストーンチャンピオンレース　PART－2 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 小幡 栄

1979/5/27 ラッテストーンチャンピオンレース　PART－2 FL-B 筑波サーキット カタノFZ-08V 佐藤 均

1979/6/10 筑波チャレンヂカップレース大会第2戦 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 小幡 栄

1979/6/10 筑波チャレンヂカップレース大会第2戦 FL-B 筑波サーキット アロー 小池 良児

1979/8/26 全日本FP選手権筑波チャンピオンズレース FL500 筑波サーキット ファルコン77A 小幡 栄

1979/8/26 全日本FP選手権筑波チャンピオンズレース FL-B 筑波サーキット ベルコ97B 大野 富司

1979/10/14 レースドニツポン筑波 FL500 筑波サーキット ベルコ97C  篠田 康雄

1979/10/28 筑波チャレンヂカップレース大会第3戦 FL500 筑波サーキット ファルコン77A 小幡 栄

1979/11/4 ラッテストーンチャンピオンレース　PART－3 FL-B 筑波サーキット ベルコ97A 小倉 次晃

1979/12/2 RRC筑波チャンピオンズレース最終戦 FL-B 筑波サーキット タマメタルプロダクツエド 風見 武

1979/3/11 中国、九州地区選手権レース FL500 西日本サーキット ベルコウエスト779 坂上 昭孝

1979/4/8 全日本F－II選手権レース FL500 西日本サーキット ハヤシ712 中野 常治

1979/6/10 TBKノーマルカーレースNO5 FL500 西日本サーキット ウェスト779 中村 正巳

1979/8/26 ビッグサマーレース FL500 西日本サーキット ハヤシ712 井上 芳晴

1979/10/21 西日本フォーミュラチャンピオンズレース FL500 西日本サーキット ファルコン77A 小幡 栄

1979/12/2 ゴールデンチャンピオンレース FL500 西日本サーキット ハヤシ712 井上 芳晴

1979　　　　　　　S：Suzuka Driver's Championship
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1980/3/16 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL550 鈴鹿サーキット ハヤシ712  花里 功

1980/3/16 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL-B 鈴鹿サーキット ハヤシ711 久徳 一則

1980/4/13 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL550 鈴鹿サーキット KS-07 高橋 散

1980/4/13 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL-B 鈴鹿サーキット ウエスト779 西林 茂也

1980/6/15 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） ハヤシ７１２ 舘 善泰

1980/6/15 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト779L 丹羽 義男

1980/10/5 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） KS-07 高橋 徹

1980/10/5 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト779 望月 俊彦

1980/11/30 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL550 鈴鹿サーキット ハヤシ712  井倉 淳一

1980/11/30 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL-B 鈴鹿サーキット ウエスト779L 丹山 義男

1980/4/6  S1 鈴鹿５００キロ自動車レース  FL550 鈴鹿サーキット  ファルコン77A 小幡 栄 

1980/5/25  S2 鈴鹿フォーミュラジャパンレース  FL550 鈴鹿サーキット  ファルコン77A 小幡 栄 

1980/7/6  S3 鈴鹿ゴールデントロフィーレース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  皆川 直樹 

1980/9/28  S4 鈴鹿グレート２０レーサーズレース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  小河 等 

1980/11/3  S5 ＪＡＦ鈴鹿グランプリ自動車レース  FL550 鈴鹿サーキット  ファルコン77A 小幡 栄 

1980/4/13  日本フォーミュラ選手権レース  FL550 富士スピードウェイ  ハヤシ 712  小河 等 

1980/3/2 T1 RRC筑波チャンピオンズレース第1戦 FL550 筑波サーキット ハヤシ712  花里 功

1980/3/2 RRC筑波チャンピオンズレース第1戦 FL-B 筑波サーキット ベルコ97C 神林 信夫

1980/3/30 筑波チャレンヂカップレース FL-B 筑波サーキット ベルコ97C 神林 信夫

1980/4/13 ラッテストーン　チャンピオンレース　PART－1 FL-B 筑波サーキット アルファスピードFS-01 田中 恵

1980/4/27 T2 レース・ド・ニッポン筑波　  FL550 筑波サーキット ベルコ910  清水 省一

1980/5/25 T3 ラッテストーンチャンピオンレースPART－2 FL550 筑波サーキット カタノFZ09 片野 富英

1980/5/25 ラッテストーンチャンピオンレースPART－2 FL-B 筑波サーキット アルファスピードA-02 田中 恵

1980/6/8 T4 筑波チャレンヂカップレース第２戦  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  小幡 栄

1980/6/8 筑波チャレンヂカップレース第2戦 FL-B 筑波サーキット アルファスピードFS-01 田中 恵

1980/7/13 筑波チャレンヂカップレース第3戦 FL-B 筑波サーキット アローT54V 菊地 雅之

1980/8/31 T5 ＲＲＣ筑波チャンピオンズレース  FL550 筑波サーキット ハヤシ712  中子 修

1980/8/31 RPC筑波チャンピオンズレース FL-B 筑波サーキット ミスタークラフトベルコ 神林 信夫

1980/10/25 T6 筑波チャレンヂカップレース第４戦  FL550 筑波サーキット ベルコ910  清水 省一

1980/10/26 筑波チャレンヂカップレース第4戦 FL-B 筑波サーキット ベルコ97C 小倉 次晃

1980/11/9 T7 ラッテストーンチャンピオンレースPART－3 FL550 筑波サーキット ハヤシ７１２ 渡辺 誠一

1980/11/9 ラッテストーンチャンピオンレースPART－3 FL-B 筑波サーキット ベルコ97C 小倉 次晃

1980/12/7 T8 ＲＲＣ筑波チャンピオンズレース最終戦  FL550 筑波サーキット ベルコ910  清水 省一

1980/12/7 RRC筑波チャンピオンズレース最終戦 FL-B 筑波サーキット ベルコ97C 小倉 次晃

1980/3/16 AMSC中国・九州地区選手権レース FL550 西日本サーキット ハヤシ712 井上 芳晴

1980/4/20 全日本F－2選手権レース FL550 西日本サーキット ファルコン80A 飯田 武

1980/6/1 西日本フォーミュラ選手権レース FL550 西日本サーキット ハヤシ712 井上 芳晴

1980/7/13 西日本フレッシュンマレースNO．2 FL550 西日本サーキット ハヤシ712 関谷 敏昭

1980/8/10 ビッグサマーレース FL550 西日本サーキット ハヤシ712 原田 英男

1980/9/14 西日本フレッシュマンレースNo．3 FL550 西日本サーキット ハヤシ712 関谷 敏昭

1980/10/19 西日本ベスト・ドライバーズレース FL550 西日本サーキット ハヤシ712 原田 英男

1980/12/7 ゴールデンチャンピオンレース FL550 西日本サーキット 戸田ＲＳ５ 大塚 盛利

1980　　　　　　　S：Suzuka Driver's Championship    T：Tsukuba Formula Series FL550
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1981/3/15 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） KS-07 館 善泰

1981/3/15 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ハヤシ712  皆川 幸男

1981/4/12 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL550 鈴鹿サーキット（西） ハヤシ712  丹山 義男

1981/4/12 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト779L 林 真弘

1981/7/12 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL550 鈴鹿サーキット（西） ハヤシ712  江見 和男

1981/7/12 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト779L 林 真弘

1981/9/6 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） ハヤシ712  大村 誠二

1981/9/6 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト779L 林 真弘

1981/11/29 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL550 鈴鹿サーキット ハヤシ712  流井 和幸

1981/11/29 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL550 鈴鹿サーキット SRS906 岩田 信幸

1981/11/29 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL-B 鈴鹿サーキット ウエスト779L 南野 正夫

1981/1/11  S1 新春鈴鹿300キロ自動車レース  FL550 鈴鹿サーキット  ファルコン80A  篠田 康雄 

1981/4/5 S2 鈴鹿500キロ自動車レース FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  高橋 徹

1981/5/31  S3 鈴鹿フォーシュラジャパンレース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  井倉 淳一 

1981/7/5  S4 鈴鹿ゴールデントロフィーレース  FL550 鈴鹿サーキット  ファルコン80A  篠田 康雄 

1981/9/27  S5 鈴鹿グレート２０ドライバーズレース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  高橋 徹 

1981/10/30  S6 ＪＡＦグランプリレース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  江見 和男 

1981/3/1 RRC筑波チャンピオンズレース第1戦 FL-B 筑波サーキット カプリシャス 小池 良児

1981/3/22 筑波チャレンヂカップレース FL-B 筑波サーキット ベルコ 海老原 信也

1981/4/19 T1 ラッテストーンチャンピオンレース　Round－1 FL550  筑波サーキット ファルコン80A  篠田 康雄

1981/4/19 ラッテストーンチャンピオンレース　Round－1 FL-B 筑波サーキット ファルコン77A 阿部 孝一

1981/5/10 T2 レース・ド・ニッポン筑波  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  篠田 康雄

1981/5/31 T3 ＲＲＣ筑波チャンピオンズレース第２戦  FL550 筑波サーキット ベルコ97C 高山 浩

1981/5/31 RRC筑波チャンピオンズレース第2戦 FL-B 筑波サーキット ベルコ97C 阿部 孝一

1981/6/21 T4 筑波チャレンヂカップレース第３戦  FL550 筑波サーキット ベルコ97C 高山 浩

1981/7/19 筑波チャレンヂカップレース第4戦 FL-B 筑波サーキット KS-07 照沼 毅

1981/8/30 T5 ＲＲＣ筑波チャンピオンズレース第３戦  FL550 筑波サーキット ベルコ97C 高山 浩

1981/8/30 RRC筑波チャンピオンズレース第3戦 FL-B 筑波サーキット カプリシャス 小池 良児

1981/9/27 ラッテストーンチャンピオンレースROUND－2 FL-B 筑波サーキット カプリシャス 小池 良児

1981/10/4 T6 筑波チャレンヂカップレース第５戦  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  篠田 康雄

1981/10/25 T7 ラッテストーンチャンピオンレース FL550 筑波サーキット ファルコン80A  篠田 康雄

1981/10/25 ラッテストーンチャンピオンレース FL-B 筑波サーキット カプリシャス 小池 良児

1981/12/6 T8 ＲＲＣ筑波チャンピオンズレース最終戦  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  篠田 康雄

1981/12/6 RRC筑波チャンピオンズレース最終戦 FL-B 筑波サーキット カタノ712 佐藤 均

1981/3/15 全日本FP選手権レース FL550 西日本サーキット 戸田RS－5 中川 紹俊

1981/5/24 N1 全日本F3選手権レース FL550 西日本サーキット ファルコン80A  坂上 昭孝

1981/7/19 N2 ビッグサマーレース FL550 西日本サーキット ハヤシ712  守田 和美

1981/9/13 N3 日本フォーミュラ選手権レース FL550 西日本サーキット ハヤシ712  山田 宏明

1981/10/25 ベストドライバーズレース FL550 西日本サーキット ハヤシ712  山田 宏明

1981/12/13 N4 ゴールデンチャンピオンレース FL550 西日本サーキット ハヤシ712  守田 和美

1981　　　　　　　S：JAF Suzuka FL550 Championship    T：JAF Tsukuba FL550 Championship    N：JAF Nishinihon FL550 Championship
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1982/2/14 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL-B 鈴鹿サーキット ウエスト779L 皆川 幸男

1982/3/21 S1 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） ハヤシ712  大村 誠二

1982/3/21 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト779 村田 敏春

1982/4/18 S2 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL550 鈴鹿サーキット（西） ハヤシ712  井倉 淳一

1982/4/18 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） フジタイヤ０７ 伊藤 俊男

1982/5/2 S3 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL550 鈴鹿サーキット（西） ハヤシ712  井倉 淳一

1982/5/2 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト779L 皆川 幸男

1982/6/6 S5 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） ハヤシ712  井倉 淳一

1982/6/6 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） KS-07 鈴木 俊治

1982/7/11 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ウエスト779L 皆川 幸男

1982/9/19 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト779L 皆川 幸男

1982/11/28 S8 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL550 鈴鹿サーキット ハヤシ712  井倉 淳一

1982/11/28 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL-B 鈴鹿サーキット KS-07B 鈴木 俊治

1982/5/30  S4 ジョンプレーヤースペシャルトロフィーレース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  大村 誠二 

1982/9/26  S6 鈴鹿グレート２０レーサーズ自動車レース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  井倉 淳一 

1982/11/6  S7 ＪＡＦグランプリレース  FL550 鈴鹿サーキット  ハヤシ712  井倉 淳一 

1982/3/7 RRC筑波チャンピオンズレース第1戦 FL-B 筑波サーキット オートルックA－02 加藤 修二

1982/4/18 T1 筑波チャレンジカップレース第2戦 FL550 筑波サーキット ベルコ97C 中野 喜雄

1982/4/18 筑波チャレンジカップレース第2戦 FL-B 筑波サーキット オートルックA－02 加藤 修二

1982/5/9 T2 レース・ド・ニッポン筑波  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  高山 浩

1982/5/23 ラッテストンチャンピオンレース　Round1 FL-B 筑波サーキット ファルコン 阿部 孝一

1982/5/30 T3 ＲＲＣ筑波チャンピオンズレース第２戦  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  高山 浩

1982/6/13 T4 筑波チャレンヂカップレース第３戦  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  高山 浩

1982/7/4 ラッテストンチャンピオンレース　Round2 FL550 筑波サーキット ファルコン80A  高山 浩

1982/7/4 ラッテストンチャンピオンレース　Round2 FL-B 筑波サーキット カタノT12 佐藤 均

1982/8/29 T5 ＲＲＣ筑波チャンピオンズレース第３戦  FL550 筑波サーキット ファルコン80A  金子 健一

1982/8/29 RRC筑波チャンピオンズレース第3戦 FL-B 筑波サーキット アロー54 菊地 雅之

1982/9/26 ラッテストンチャンピオンレース　Round3 FL-B 筑波サーキット ベルコ 星野 和彦

1982/10/10 筑波チャレンヂカップレース第5戦 FL-B 筑波サーキット オートルックA－02 加藤 修二

1982/10/31 T6 筑波フェスティバル FL550 筑波サーキット ファルコン80A  高山 浩

1982/12/5 RRC筑波チャンピオンズレース最終戦 FL-B 筑波サーキット アローT540VC 菊地 雅之

1982　　　　　　　S：JAF Suzuka FL550 Championship    T：JAF Tsukuba FL550 Championship
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1983/2/13 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL550 鈴鹿サーキット ファルコン97C 谷口 亘

1983/2/13 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL-B 鈴鹿サーキット KS-07 井関 康智

1983/3/20 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL550 鈴鹿サーキット イシダRS・ファルコン 谷口 亘

1983/3/20 鈴鹿シルバーカップレース第2戦 FL-B 鈴鹿サーキット Dips712 鳥毛 恵夫

1983/4/10 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL-B 鈴鹿サーキット オートカミダ779L 村田 敏春

1983/6/5 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） イシダRSファルコン 谷口 亘

1983/6/5 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） オートカミダ779L 村田 敏春

1983/7/10 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL550 鈴鹿サーキット（西） イシダＲＳファルコン 谷口 亘

1983/7/10 鈴鹿シルバーカップレース第6戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ぶる～と企画号 井関 康智

1983/9/18 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） イシダＲＳファイルコン 谷口 亘

1983/9/18 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ウエスト７７９Ｃ 村田 敏春

1983/10/9 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL550 鈴鹿サーキット（東） SRS906 丹羽 充浩

1983/10/9 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） カミダ779L 村田 敏春

1983/11/27 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL550 鈴鹿サーキット SRS906 丹羽 充浩

1983/11/27 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL-B 鈴鹿サーキット ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1983/3/6 RRC筑波チャンピオンズレース第1戦 FL-B 筑波サーキット オートルックアローT54VC 菊地 雅之

1983/3/6 RRC筑波チャンピオンズレース第1戦 FL550 筑波サーキット ファルコン80A 高山 浩

1983/4/17 筑波チャレンヂカップレース第1戦 FL550 筑波サーキット ファルコン80A 高山 浩

1983/5/22 LATTE　STONEチャンピオンレース第1戦 FL-B 筑波サーキット オートルックアローT54VC 菊地 雅之

1983/6/12 筑波チャレンヂカップレース第3戦 FL-B 筑波サーキット オートルックアローT54VC 菊地 雅之

1983/7/10 筑波チャレンヂカップレース第4戦 FL550 筑波サーキット ファルコン80A 高山 浩

1983/7/31 LATTE　STONE　チャンピオンレース第2戦 FL-B 筑波サーキット オートルックアローT54VC 菊地 雅之

1983/8/28 RRC筑波チャンピオンズレース第3戦 FL550 筑波サーキット ファルコン80A 高山 浩

1983/8/28 RRC筑波チャンピオンズレース第3戦 FL-B 筑波サーキット ファルコン77A 阿部 孝一

1983/10/2 LATTE　STONE　チャンピオンレース第3戦 FL-B 筑波サーキット ファルコン77A 阿部 孝一

1984/2/12 鈴鹿シルバーカップレース第1戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1984/4/8 鈴鹿シルバーカップレース第3戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1984/5/6 鈴鹿シルバーカップレース第4戦 FL-B 鈴鹿サーキット（西） COURSE712 川崎 明道

1984/6/3 鈴鹿シルバーカップレース第5戦 FL-B 鈴鹿サーキット ハヤシ７１２ 牛尾 克幸

1984/9/16 鈴鹿シルバーカップレース第7戦 FL-B 鈴鹿サーキット（東） イシダＲ．ファルコン 川崎 明道

1984/10/7 鈴鹿シルバーカップレース第8戦 FL-B 鈴鹿サーキット ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1984/11/25 鈴鹿シルバーカップレース最終戦 FL-B 鈴鹿サーキット ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1984/2/12 ラッテストーンスプリングフェスティバル FL-B 筑波サーキット カタノ712 佐藤 均

1984/11/11 ラッテストーンオータムフェスティバル FL-B 筑波サーキット カタノ712 佐藤 均

1985/4/21 ラッテストーンチャンピオンレース第1戦 FL-B 筑波サーキット カタノ.721 星野 和彦

1985/8/18 ラッテストーンチャンピオンレース第2戦 FL-B 筑波サーキット カフ゜リシャス 米沢 満

1985/11/23 筑波300km耐久レース FL-B 筑波サーキット オートルックベルコ 大竹 敦

1985/2/24 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1985/3/17 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1985/5/12 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 神吉 秀章

1985/6/9 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 鳥毛 恵夫

1985/8/25 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1985/9/15 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1985/10/13 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 神吉 秀章

1985/11/24 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1983

1984

1985
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FJ/FLレース結果

開催日 大会名 クラス 開催場所 車名 優勝ドライバー

1986/4/20 ラッテストーンチャンピオンレース’86 FL-B 筑波サーキット オートルック・ベルコ 大竹 敦

1986/8/17 筑波フェスティバル FL-B 筑波サーキット エテ゛ィ-81A 福島 シン

1986/11/3 筑波300km耐久レース FL-B 筑波サーキット エテ゛ィ-81A 福島 シン

1986/2/23 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/3/30 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/5/3 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/6/29 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/8/17 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/9/23 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/10/26 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/11/16 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1986/12/21 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット KS-07 前田 照文

1987/2/8 ラッテストーン＆300Km耐久レース．Sr1 FL-B 筑波サーキット エテ゛ィ-81A 福島 シン

1987/10/4 ラッテストーンチャンピオンレース’87 FL-B 筑波サーキット ALCRacing712 前田 潤

1987/10/18 CHECKER　GREAT　30　RACE FL-B 筑波サーキット マキシム38J 日比野 貫男

1987/2/22 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ベルコ 松村 善夫

1987/3/29 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1987/5/3 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1987/6/7 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1987/7/19 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ベルコ 村松 善夫

1987/8/30 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1987/10/4 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1987/11/15 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1987/12/20 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/1/17 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/3/27 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/5/5 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/6/19 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/7/31 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/8/21 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット 山本 和範

1988/9/18 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/10/16 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/11/23 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1988/12/18 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1989/1/8 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1989/4/23 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1989/5/21 ウェストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 青木 健一郎

1989/7/16 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット KS-07 土生田 勝正

1989/8/20 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット KS-07 土生田 勝正

1989/9/17 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット KS-07 土生田 勝正

1989/10/15 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト79L 中西 克良

1989/11/12 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト 前田 照文

1989/12/10 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト 前田 照文

1988

1989

1987

1986
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1990/1/14 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト 中西 克良

1990/3/11 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ベルコ 西関 健一

1990/5/6 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット KS 土生田 勝正

1990/6/3 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット KS 土生田 勝正

1990/7/1 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ベルコ910 西関 健一

1990/9/9 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト 前田 照文

1990/11/11 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト 前田 照文

1991/1/13 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト81L 前田 照文

1991/3/17 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト 前田 照文

1991/5/19 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット KS-07 土生田 勝正

1991/7/14 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ハヤシ712 梅原 久夫

1991/9/15 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト81L 前田 照文

1991/11/17 ウエストジャパンツーリングカーレース FL-B 中山サーキット ウエスト81L 前田 照文

1990

1991

17


