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績 を上げ れ ば１ ２月に 東西 戦があ り真 の

全日本チャンピオンが誕生します︒

ー ト・ ウェ イシ リー ズと 言い︑ 熊本県 の

・ウ ェイ シリ ーズ はロ ーカル レース です

い ます ︒私 が参 戦し てい る中九 州カー ト

将来 は私 も是 非全 日本 で戦お うと 思って
平 成１ ７年 ２月 １８ 日︑自 動車 科の一

が ︑九 州で は一 番上の クラ ス︵ｐ ｃｒ ︶

平川君の過去の成績

０２中九州シリーズ FP ー４クラス

０３中九州シリーズ PV クラス
シリーズチャンピオン

シリーズチャンピオン

ン グカー に魅 せら れて 互い に競い 合いま

川敬 典君 ︶彼と 私は 小学 ６年 からレ ーシ

た と思 いま す︒ ＊︵ 自動車 科２ 年１組 平

車科 の﹁ 敬典 ﹂が いた からこ こまで これ

バ ルに 恵ま れて いる こと です︒ 同じ自 動

回優 勝で きた のも 私に はす ばらし いライ

で︑
﹁知る人ぞ知る﹂の大会です︒私が今

山鹿 市に コー スが あり ︑そこ の大会 に参

の想い 出 を語っ てく れま した ︒カー トに

今年の活動

賭ける熱い思いを！︒
﹁中九州カートウェ

鈴 鹿市 附近が 分 岐点 で東ブ ロック と西

愛車の紹介

ブロッ クに 分か れて いま す︒私 たち は西
ブロックの
メンバーです

０４鈴鹿選手権 J ｒ、 MAX クラス参戦

イ ・シ リー ズ戦 ﹂に 参戦 ︑優勝 したこ の

０４全日本選手権ICAスポット参戦

し た︒ 久留 米市 にあ る﹁ チーム ｃ０ ｂ﹂

自動車科２年２組在学

● 西 日 本 ブッ

０４ PV 全国大会鈴鹿参戦

若者 こそ ︑２ ００ ４年 度チャ ンピオ ンに

猪名川大会にて６位入賞

に所 属し ︑現 在で は中 九州で は最高 クラ

井口卓人

ク大 会の

自動車科２年１組在学

なった﹃ 自動車科２年２組井口卓人君﹄

ャンピオン

スで出場できるようになりました︒

平川敬典

開 催 地 は？

現在二人ともライバルであると共
に仲の良い友達でもある。二人
とも世界に羽ばたいてもらいたい

◆ レー シング ・カー トとは？ ◆

０４全日本選手権ICAスポット参戦

彼が ２０ ０３ 年︑ 私よ り先に 九州チ ャン

に参戦。

●詳しく教えてください

０４中九州シリーズPCRクラスシリーズチ

ピ オンに なっ たと きは チョ ッピリ 悔しか

二人ともカーレースの最高峰フォーミラーで

静岡・鈴鹿

将来の目標

レー シン グ・ カー トの 最高速 度は１ ３

井口君の過去の成績

ったで す︒ 彼か らは 本当 に多く のこ とを

全国大会でのリベンジ

以上 に達 します ︒排 気量 は１ ００ｃ ｃ︒

国内 A 級ライセンス取得

学び まし た︒ ギラ ギラ と輝い て話 す井口

平川

一台 １０ ０万 円程 度︒ 燃料 はハイ オクと

平川…

君 を見 なが ら大 きな 目標 を持つ 若者の 真

全日本カート選手権

・琵琶湖・

PV 全国大会＆全日本

専用オイルの混合油です︒

全日本カート選手権

平川

兵庫・岡山

井口

コー スの 距離 は一 周７ ００ｍ から１ ｋｍ

ARROW

のサーキット

Van

平川

程度で１２周から１８周の走行です︒

国際 C 級ライセンス取得

の姿を見ることが出来ました︒

井口

●全国大会はあるの？

戦しています︒

今年の目標

人の 若者 にイ ンタ ビュ ーを試 みまし た︒

那須東西藤一戦にて６位入賞

若 者は 目を ラン ランと 輝か せなが その 時

０４鈴鹿選手権Jｒ、MAX＆MAX参戦

を転戦します ︒

レースにはライセンスが必要です。

そこで良い成

speed
井口

０ ｋ ｍ／ ｈ程 度 です ︒ 体 感 は 実 測 の ３ 倍

レーシング・カートに魅せられた青春
●大会はどこで行われるの？

井口 …

私たち が参 加して いる大 会は 中九州 カ

ライセンス取得

ウイニングラーンの平川君
ウイニングラーンの井口君

