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The 43th CLASSIC CAR PARADE

SPECIAL CASE

第43回交通安全クラシックカーパレードSPECIAL CASE

2022.11.20㊐ 午前12:00
スタート（予定）
八王子追分から多摩御陵まで

私たちの車文化は先人たちが創りあげて来た歴史のうえに

あり、その歴史を通して学んだことを未来に活かしていくこと

が、夢の世界へと続いています。

そして、未来の車・夢の車への変遷の根底には懐き良き時

代の車の存在があります。

この車が私たちの生活を変え、豊かにしてきた100年、これから

の100年も車をこよなくいたわり愛しつづけ、黄金のいちょう

並木でクラシックカーを連ねて、沿道の市民に、「交通安全」

と「環境負荷の低減」の推進のアピールをしながらパレードを

実施します。

パレードコース図

パレード区間 甲州街道（国道20号） 追分交差点～多摩御陵（約2.6Km）
11:30（予定） 出走式（八王子市役所 市民駐車場）

12:00（予定） パレードスタート（追分交差点）

12:30（予定） ゴール（陵南公園）

▼HPはこちら■主催 八王子いちょう祭り祭典委員会

■主管 クラシックカーパレード実行委員会

■協賛 Hachioji Visitors & Convention Association
公益社団法人八王子観光コンベンション協会



ゼッケン 氏名 住所 車名 年式 所属クラブ 生産国

1 柳田 春人 東京都調布市 ニッサンフェアレディＺ 2022 ＦＯＣＳ 日本

2 高橋 健太 東京都立川市 ニッサンフェアレディＺコンバーチブル 1997 ＦＯＣＳ 日本

3 岡田 邦夫 山梨県山梨市 メルセデスベンツ５００ＳＬ 1986 CLUB１０７ ドイツ

5 松村 幹男 東京都小平市 メルセデスベンツ４５０ＳＬ 1973 CLUB１０７ ドイツ

6 田代 定雄 群馬県前橋市 メルセデスベンツ５００ＳＬ 1987 CLUB１０７ ドイツ

7 伊藤 善規 長野県安曇野市 メルセデスベンツ５６０ＳＬ 1988 CLUB１０７ ドイツ

8 木下 利雄 埼玉県春日部市 メルセデスベンツ 1987 CLUB１０７ ドイツ

10 外川 衛 静岡県長泉町 メルセデスベンツ５００ＳＬ 1985 CLUB１０７ ドイツ

11 松金 貞義 東京都小金井市 メルセデスベンツ５００ＳＬ 1987 CLUB１０７ ドイツ

12 新井 敬 埼玉県飯能市 メルセデスベンツ５００ＳＬ 1985 CLUB１０７ ドイツ

13 伊東 一郎 東京都国分寺市 メルセデスベンツ 1989 CLUB１０７ ドイツ

14 深澤 義仁 山梨県笛吹市 メルセデスベンツ５６０SL 1988 CLUB１０７ ドイツ

15 須藤 耕司 東京都中野区 メルセデスベンツ 1988 CLUB１０７ ドイツ

16 稲葉 秀夫 東京都西東京市 メルセデスベンツ 1986 CLUB１０７ ドイツ

17 中村 豊 神奈川県大和市 メルセデスベンツ ＭＶＣＪ ドイツ

18 亀井 幸雄 東京都渋谷区 メルセデスベンツ２８０ＳＬ 1970 ＭＶＣＪ ドイツ

19 田中 俊一 東京都足立区 メルセデスベンツ２３０ＳＬ 1966 ＭＶＣＪ ドイツ

20 峰岸 成一 東京都八王子市 メルセデスベンツ２８０ＳＬ 1968 シルバーステアリングクラブ多摩 ドイツ

21 渋谷 裕史 神奈川県相模原市 いすゞＢＸＤ３０ボンネットバス 1965 津久井グラージ 日本

30 中村 豊 神奈川県大和市 メルセデスベンツポントンクーぺ 1957 ＭＶＣＪ ドイツ

31 山口 信行 千葉県松戸市 メルセデスベンツ２２０ＳＥクーペ 1960 ＭＶＣＪ ドイツ

32 片寄 政司 神奈川県川崎市 メルセデスベンツ２２０Ｓ 1959 ＭＶＣＪ ドイツ

33 立川 平太郎 神奈川県相模原市 クライスラープリモス 1931 日本オールドカークラブ アメリカ

34 藤森 郁夫 東京都東大和市 シボレーコルベット 1959 アメリカ

35 トヨタモビリティ東京 クラウンRS 1958 トヨタモビリティ東京 日本

36 佐藤 猛 東京都目黒区 トヨタ２０００ＧＴ 1967 トヨタ２０００GTオーナーズクラブ 日本

37 葉狩 安範 東京都あきる野市 トヨタスポーツ８００ 1966 日本

38 岡田 俊生 東京都杉並区 トヨタパブリカコンバーチブル 1965 トヨタオールドカークラブ 日本

39 岡 健 東京都世田谷区 ニッサンオースチンＡ５０ケンブリッジ 1959 全日本ダットサン会 日本

40 掛川 正俊 東京都八王子市 ダットサンブルーバード１２００ＤＸ 1963 全日本ダットサン会 日本

41 大森 修 山梨県南アルプス市 ニッサンセドリックカスタム 1963 日本

43 原山 公男 ダットサンフェアレディSR 1967 日本

44 斉藤 隆之 東京都世田谷区 いすゞベレル 1967 日本

45 生沼 吉祝 東京都日野市 日野ルノー 1965 日野ルノー 日本

46 加藤 義明 埼玉県桶川市 マツダコスモスポーツ 1970 日本

47 清水 亮一 東京都羽村市 三菱コルト１５００ 1966 日本

48 中嶋 一雄 東京都日野市 ホンダＳＭ６００ 1965 サン・アンテックス 日本

49 櫻井 崇雄 東京都日野市 スバル３６０カスタム 1970 ベビーギャング 日本

50 荒井 康介 東京都八王子市 ホンダＮ３６０ 1967 H・N・E・C 日本

51 旗野 裕夫 東京都八王子市 三菱ミニカ 1967 日本

52 雨宮 隆久 山梨県甲州市 ダイハツミゼット(EV) 1966 ミゼットクラブ 日本

53 芹澤 和人 山梨県甲州市 ダイハツミゼット 1968 日本

54 一般社団法人日本自動車連盟東京支部RS隊 東京都港区 ＪＡＦ車 2011 (一般社）日本自動車連盟東京支部 日本

55 八王子市防犯課 東京都八王子市 安全パトロールカー 2010 八王子市役所 日本

※参加車両・出走順は、11月７日現在の予定であり、今後変更する可能性があります。

第43回交通安全クラシックカーパレードSPECIAL CASE
参加車両リスト

敬称略

車文化は永遠です。クラシックカーをこよなく愛し後世に受け継ぎましょう。


