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2014年
2014年B-MAX RACING TEAMの
TEAMの参戦概要についてお
参戦概要についてお知
についてお知らせいたします。
らせいたします。
チームは去年
チームは去年と
去年と同様、
同様、全日本F3
全日本F3選手権
F3選手権を
選手権を中心に
中心に、F4、
F4、スーパーFJ
スーパーFJのレースメンテナンス・
FJのレースメンテナンス・
レースサポートを中心
レースサポートを中心に
中心に、様々なレースへ積極的
なレースへ積極的に
積極的に参加、
参加、全体の
全体のスキルアップを図
スキルアップを図っていきます
っていきます。
きます。
シリーズチャンピオンを目標
シリーズチャンピオンを目標に
目標に、ステップアップの
ステップアップのサポート・アドバイス
サポート・アドバイスも
・アドバイスも行いフォーミュラの他
フォーミュラの他、
新たにGT
たにGT ASIAにも
ASIAにも参戦
にも参戦予定
参戦予定をしています
予定をしています。
をしています。
尚、チームは日産
チームは日産・
日産・NISMOのスカラシッププログラムである
NISMOのスカラシッププログラムである「
のスカラシッププログラムである「NDDP」
NDDP」とタッグを組
とタッグを組み、シリーズ
チャンピオン獲得
チャンピオン獲得と
獲得と、若手ドライバーの
若手ドライバーの育成
ドライバーの育成を
育成を目標に
目標に新たなチーム体制
たなチーム体制で
体制で挑みます。
みます。（別紙）
別紙）

カテゴリー

全日本F3
全日本F3選手権
F3選手権

チーム名称

B-MAX Racing Team

監督

芹沢 良一

Cクラス ドライバー

#13 吉田 基良 （車両名：
車両名：B-MAX RACING F312）
F312）

Nクラス ドライバー

#30 DRAGON （車両名：
車両名： B-MAX with RSS306）
RSS306）

車両・タイヤメーカー

dallara F312、
F312、 dallara N306 / ヨコハマ ワンメイク

カテゴリー

GT Asia Series

チーム名称

B-MAX Racing Team

監督

T.B.N

ドライバー

#13 T.B.N 、 吉田 基良

車両・タイヤメーカー

NISSAN GTGT-R NISMO GT3 / ヨコハマ ワンメイク

カテゴリー

JAF地方選手権
JAF地方選手権 F4

チーム名称

B-MAX Racing Team

ドライバー

（東シリーズ）
シリーズ） #10 加藤 智、 #3 中山 雅佳、
雅佳、 #37 長 優子
（東・西シリーズ）
シリーズ） #50 浅原 悠貴

車両・タイヤメーカー

B-MAX RKRK-01 / ダンロップ ワンメイク

カテゴリー

JAF地方選手権
JAF地方選手権 スーパーFJ
スーパーFJ

チーム名称

B-MAX Racing Team

ドライバー

（富士シリーズ
富士シリーズ）
シリーズ） #41 今井 龍太、
龍太、 #27 小松 周司
（もてぎシリーズ）
もてぎシリーズ） #27 堤 優威
（つくばシリーズ）
つくばシリーズ） #41 山田 弘樹

車両・タイヤメーカー

RD10V / ヨコハマ ワンメイク
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本件に関するお問い合わせ先：屏風浦工業（株） 車両事業部 村山まで
m-murayama@byoubugaura-kogyo.co.jp
info@b-maxracingteam.com
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Team Release

2014年
2014年より、
より、日産自動車の
日産自動車の若手育成プログラムである
若手育成プログラムである、
プログラムである、NDDPとタッグを
NDDPとタッグを組
とタッグを組み、B-MAX with NDDPとして
NDDPとして、
として、
全日本F
F３選手権C
全日本
選手権Cクラス 及び SUPER GT GT300クラスに
GT300クラスに参戦
クラスに参戦いたします
参戦いたします。
いたします。
NDDP長谷見監督
NDDP長谷見監督の
長谷見監督の下、SUPER GTは
GTは、昨年も
昨年もNDDP GTGT-Rで活躍した
活躍した星野一樹選手
した星野一樹選手、
星野一樹選手、NISSAN GT Academy出身
Academy出身の
出身の
ルーカス・オルドネス選手
ルーカス・オルドネス選手。
選手。
全日本F3
全日本F3選手権
F3選手権C
選手権Cクラスには、
クラスには、共に、F3Nクラスチャンピオンの
F3Nクラスチャンピオンの佐
クラスチャンピオンの佐々木大樹選手、
木大樹選手、高星明誠選手が
高星明誠選手が参戦いたします
参戦いたします。
いたします。

カテゴリー

SUPER GT GT300クラス
GT300クラス

チーム名称

NDDP RACING with BB-MAX

監督

長谷見 昌弘

ドライバー

#3 星野 一樹 、 ルーカス・オルドネス（
ルーカス・オルドネス（スペイン）
スペイン）

車両、車両名

NISSAN GTGT-R NISMO GT3 / B-MAX NDDP GTGT-R

タイヤメーカー

ヨコハマ

カテゴリー

全日本F3
全日本F3選手権
F3選手権

チーム名称

B-MAX Racing Team with NDDP

監督

長谷見 昌弘

Cクラス ドライバー

#23 佐々木 大樹 、 #22 高星 明誠

車両、車両名

dallara F312 / B-MAX NDDP F312

タイヤメーカー

ヨコハマ ワンメイク
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本件に関するお問い合わせ先：屏風浦工業（株） 車両事業部 村山まで
m-murayama@byoubugaura-kogyo.co.jp
info@b-maxracingteam.com

