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ショップ部門
◆車両販売／レース車製作・販売
◆バイク用品販売
◆サスペンション／エンジンメンテナンス
◆レーシングスーツ（ツナギ）の
　メンテナンス・補修・ワッペン・レンタル

片平 亮輔（かたひら りょうすけ）
◆生まれ：昭和63年11月18日
◆年　齢：28歳（2017年1月現在）
国際ライダー ２０１１全日本ＪＳＢランキング２２位/
2012年全日本ランキング１２位/
2013・2014年アジア選手権参戦/
2014年鈴鹿８耐決勝リタイヤ/
2015年鈴鹿８耐綜合２９位（クラス４位）

皆木 栄人（みなき ひでと）
〔※リザーブライダー〕

◆生まれ：昭和40年4月24日
◆年　齢：51歳（2017年1月現在）
RSG代表／国際Ａ級ライダー／インストラクター歴20年。
80年代後半から90年代後半にかけて全日本選手権転戦。
鈴鹿8耐などに参戦する傍ら、自らのチームを立ち上げ
後輩の育成に努める。2002年にRSGを設立。
所属ライダーは全て国際ライダーへ昇格させ、5名の
8耐参戦ライダーを育てた。RSGレーシングコーチ兼監督。

レーシング部門
◆『RSGレーシング』 2007年設立
◆2009年 岡村 光矩 鈴鹿NGK杯／優勝
◆九州選手権 2009年～2013年
　国内クラス チャンピオン獲得3度 ／ 国際クラス チャンピオン獲得3度
◆全日本選手権／最高順位4位 ◆鈴鹿4時間耐久レース／最高順位7位
◆2013年は4名のRSG出身ライダーが鈴鹿8耐へ出場。
◆2011年、2012年 アジアロードレース選手権スポット参戦／最高順位7位
◆2014年 RSG出身 岡村 光矩 選手 全日本選手権 初優勝達成
◆2015年 RSG出身 岡村 光矩 選手 マレーシアのチームよりアジアロードレース選手権に参戦
◆2015年 RSGレーシング 鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦
◆協賛企業：岡田商事／D1ケミカル／OGK ／大同工業／ピレリ／ダンロップ／
　高橋商事／クシタニ／アクティブ／J-TRIP／ヒットエアー／GET HOT／
　(株)オートポリス／SPA直入／HSR九州／月刊With BIKE ／ホンダドリーム北九州／
　医療法人あおぞら胃腸科／エーサット／カゴメ（株）／（株）三牧設備

8耐参戦プロジェクトご協賛企業様（2017年1月 時点）

イベント部門
◆サーキットでの
　ライディグスクールを開催。
　主催イベント年25回／
　メーカー委託イベント年5回
　2015年総参加人数９45人（平均32.5人）
◆ミニバイクレース開催
◆福岡近郊駐車場での
　基本走行スクール開催
◆九州レディースミーティング毎年開催
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ライダープロフィール

東野 賢悟（とうの けんご）
◆生まれ：昭和59年10月13日
◆年　齢：32歳（2017年1月現在）
国際ライダー/全日本選手権出場/
2015年 RSGレーシングより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦/
RSGインストラクター

筒井 伸（つつい しん）
◆生まれ：昭和60年7月10日
◆年　齢：39歳（2017年1月現在）
国際ライダー/2012年 ST600 ランキング7位/
2013年 鈴鹿ナショナルJSB1000クラスシリーズチャンピオ/
2015年、2016年 鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦/
2017年 JSB1000クラス スポット参戦/
2017年 RSGより鈴鹿8時間耐久ロードレース参戦

Honda  Safety & Riding
PLAZA Kyushu

酒井薬局 (有)三牧設備

スポンサー募集！スポンサー募集！
あなたの企業ロゴと共に
世界耐久鈴鹿８耐を
激走します。

※詳しくは、
中面をご覧ください。



Riding Sport GarageRiding Sport Garage 2015-2017 RSG Suzuka 8hours FIM Endurance World Championship Project

RSG8耐チャレンジ

数多くの一般ライダーにライディングを教えている
RSG（ライディング スポーツ ガレージ）が、
イベントに参加しているライダーたちの思いをのせて、
九州から「夏の祭典、鈴鹿8時間耐久ロードレースに」挑みます。

　　を通して
モータースポーツをもっと知ってもらいたい。

◆車両と同じロゴがピットボードへ表示されます。
◆車両と同じロゴがピットストップボードへ表示されます。
◆RSG HP へ掲示＆リンク（月間30,000アクセス以上あり）。
◆8耐マシン展示貸出。
◆貴社社名 (ロゴ ) が確認出来る鈴鹿サーキットでの写真の提供。
◆ご希望の場合は、イベントで使用するインスト車両へ貴社ロゴの貼り付け。（サイズは上記と異なる）
◆皆木の執筆ページがある九州のバイク情報誌「With BIKE」に今回の8耐チャレンジを掲載予定。
◆国道385号線沿いのショップに、スポンサー企業様の社名を表示させていただきます。

8耐参戦にあたり、様々な費用が必要となります。RSGが8耐に参戦することで、少しで
も多くの九州の若手ライダーの育成を支援する事に繋がればと考えております。
ご協賛・スポンサード頂ければ、マシンやレーシングスーツへの企業名掲載でお応えい
たします。私たちと一緒に８耐へ参戦することで、企業イメージや商品の知名度アップを
狙ってみませんか!?

サポーター様（個人スポンサー様）には、
RSGの様々な商品をご用意しております。
サポート料金には、スポンサー費用が含ま
れております。RSGグッズで一緒に8耐で
盛り上がりませんか !?

2017 昨年のリベンジ!!
上位進出を目指す!!2016 九州プライベート

チームで上位進出 !!2015 皆木校長をライダーに
加え完走を目指す !!

九州のジュニアライダー達に夢を RSGチーム体制・予算

ご協賛企業（スポンサー）さまを募集しております。 サポーターさま募集!
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チーム母体

チ ー ム 名

ベースマシン

ラ イ ダ ー

チーフメカニック

ス タ ッ フ

エンジンチューンUP

車体チューンUP

そ の 他 8 耐 設 備

エンジン・車体OH

タイヤ・ガソリンその他

ス ペ ア パ ー ツ

ライダー・スタッフ関係

￥500,000

￥1,000,000

￥800,000

￥400,000

￥1,600,000

￥400,000

￥1,800,000

合計

■8耐チャレンジ予算（2016年）

￥6,500,000

≪SST クラスエントリーの理由≫

・改造範囲が狭いのでマシン製作コストを抑える事が出来て
　継続参戦がしやすい。（マシン製作に倍以上の差が出る。）

・マシンに差が出にくいのでチーム力次第では上位入賞や表彰台も夢ではない。

・このクラスの参加台数はまだ少なく、クラス上位の
　リザルト (結果 ) が出る事でスポンサー様の宣伝効果も上がる。
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8耐チャレンジ　個人スポンサー②

￥50,000～
RSGステッカー+キーホルダー＋Tシャツ＋
ピットストップボードお名前掲載+
8耐入場チケットor鈴鹿サーキットお土産
セットorマグカップ、プレゼント！

8耐チャレンジ サポーター

￥6,500
Tシャツ＋RSGステッカー

8耐チャレンジ サポーター

￥6,500
Tシャツ＋RSGステッカー

鈴鹿８耐には、EWCクラスと
改造範囲の狭いSST（スーパーストック）
クラスがあります。
 RSGのエントリーはSSTクラス 
を予定しています。
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8耐入場チケット
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お土産セット
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8耐チャレンジ　個人スポンサー①

￥30,000
RSGステッカー+キーホルダー＋Tシャツ＋
ピットストップボードお名前掲載！

SST
CLASS

RSGレーシング

RSGレーシング＆スクールファミリー (仮)

HONDA/CBR1000RR SP( 改 )

片平亮輔 /筒井伸 /東野賢悟

今澤正幸/木梨祐介/永田雅之

メカニック（８名）
ヘルパー（５名）

RSGレーシング 代表　皆木 栄人
みなき ひでと

2015年【エピソードⅠ】
初年度の目標であった『予選通過』　『８時間完走』を初チャレンジで達成することが出来ました！
《決勝46位完走（クラス８位）》
これも全て、手弁当で協力してくれたスタッフは勿論の事、100名を超える「８耐チャレンジサポーター」、20社以上の企業様の
応援があったからこその成果だったとつくづく感じております。

2016年【エピソードⅡ】
8耐エントリー台数が増えた事で出場方式の変更が行われた。今までの前日予選ではなく、2か月前にトライアウトファイナル
（予備予選）という10周のスプリントレースが行われる事に・・。
このレースでなんと残り1周でマシントラブルが発生。マシンが止まってしまうという一生忘れる事が出来ない悔しいストー
リーとなりました。しかし不運には見舞われましたが実力的には1年目を上回るレベルを見せる事が出来ました。

2017年【エピソードⅢ】
鈴鹿8耐40回の記念大会でありプロジェクト最終年の今年は、必ず８耐決勝に進み昨年の悔しさを晴らしたいと思っています。
昨年涙を飲んだトライアウトファイナルには引き続き片平亮輔選手と新加入の筒井伸選手の２台体制で出場し万全を期します。
８耐本番では上位進出を目指しチーム一丸となり戦い抜きます。

一区切りの３年目！まずは予備予選を無事突破し本選への出場を目指します！
そして決勝での上位進出を目指すためには今まで以上のテスト走行、車両のバージョンUPが必要になってきます。
なにとぞ皆様のご協力のほどよろしくお願い致します。

出場すら難しい鈴鹿８耐に九州の純プライベートチームが
2015年初チャレンジで予選突破、完走を果たしました。
そしてまさかの結末で悔し涙を流した2年目・・・。
3年目の2017年はリベンジのドラマが幕を開けます。

数多くの一般ライダーにライディングを教えている
RSG（ライディング スポーツ ガレージ）が、
イベントに参加しているライダーたち、レーサーを目指す子供たちの夢を乗
せ、九州から「夏の祭典、鈴鹿8時間耐久ロードレースに」挑みます。
そして応援していただく全ての人たちにモータースポーツの凄さ、素晴らし
さを知ってもらいたいと思っています。

キーホルダー
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Tシャツ

マグカップ

（※レースレギュレーションにより変更の可能性も有り）

R S Gスクールファミリーと共に!R S Gスクールファミリーと共に!

8耐8耐

キーホルダーキーホルダー

※店舗バルコニーにスポンサー企業様
　社名・ロゴ掲載の横断幕を設置しています。

ツナギワッペン枠
￥100,000／ 1カ所

中サイズ枠(両側)
￥500,000

特大サイズ枠(両側)
￥1,500,000
＋企業イメージカラー
《チーム名にも表記》
￥3,000,000

大サイズ枠（両側）
￥600,000

中サイズ枠(両側)
￥400,000

小サイズ枠(1カ所)
￥100,000

photo：マシン：CBR 1000RR インスト車両（※8耐参戦のマシンではありません。スポンサード掲載例になります。）photo：マシン：CBR 1000RR インスト車両（※8耐参戦のマシンではありません。スポンサード掲載例になります。）


