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2014 年シーズン活動予定のご案内

JD-STER ドラッグレース参戦、小中学校へのマシン訪問展示他
謹啓 時下益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、2014 年シーズンもいよいよ本格的にスタートするにあたり、私、浜口喜博と HAMAGUCHI レーシングチー
ムの今期の活動予定、チャレンジについてご案内させていただきます。是非ともご一読の上、今後の取材活動
のご参考にしていただければ幸甚です。また、ファンの皆さま、スポンサー様、協力企業様各位におかれまして
は何卒ご理解賜り、変わらぬご支援ご厚情を賜りたいと存じます。今後もモータースポーツの発展とファンの皆
さまにお楽しみいただけるよう力の限り尽力してまいりますので、ご指導御鞭撻の程宜しくお願いいたします。
末筆ながら皆さまの益々のご発展をお祈りしております。
謹白
記

■浜口喜博活動方針
2013 年シーズンは 13 年連続となる鈴鹿 8 時間耐久レースへの参戦のほ
か、ル・マン 24 時間レースへの挑戦などレーシングライダーとして精力的な
挑戦を続けるかたわら、自らが率いるチーム監督としても各スポンサー様、
メディアの皆さまとの対応や、大変話題になった〈ばくおん!!〉とのコラボレー
ション、商品開発など多方面にわたって活動してまいりました。
2014 年シーズンは、〈若手の育成、少年少女たちへの啓蒙活動〉〈新しい ■KTM HAMAGUCHI ばくおん!!
レーシングチーム

チャレンジと目標設定〉の 2 本柱を中心にこれまで以上に精力的に活動して

2013 年から人気漫画「ばくおん!!」と
のコラボレーションで注目を集め、
「痛車レーサー」が話題に。ファン層
の拡大にも貢献した。
使用マシンは KTM のスーパースポー
■若手の育成と次世代への啓蒙活動
ツモデル KTM 1190 RC8 R。V 型 2 気
鈴鹿 8 耐については、ひとまず昨シーズン限りで現役ライダーを引退して 筒エンジンによる低速からの強大なト
今期はチーム監督に専念。若手が活躍できる場を提供し、飛躍するチャンス ルクとあらゆるレースシーンで培った
コントローラブルなシャシー性能で圧
を掴んでもらいます。私自身も 2001 年にテレビ番組に出演以来、多くの先 倒的なパフォーマンスを発揮する。

まいります。

輩方や企業様、そしてファンの皆さまにご協力をいただき、活動の場を提供
してもらったり、環境を整えていただいたりしてきました。今期からはこうした
「恩」を若い世代に引き継いでいき、チームの環境を整え、スポンサー企業
様の紹介やファンの皆さまとの交流に力を入れるなど、バックアップにも力を
注いでいきたいと思います。
また更に、次世代のファンを育成していく
ため、地元である東海地方を中心とした地
域や JD-STER 開催地域である東北の小・中
学校に 8 耐マシンをもって訪問することを
計画しています。バイクの魅力を身近で存
分に感じていただき、子供たちに「夢を持つ
ことの大切さ」を伝える活動を実施いたします。こうした活動の中で、バイク
に魅せられた子供たちの間を積極的にとりもち、地域を越えた交流の懸け橋
となっていきたいと考えています。

■新しい挑戦と更なる夢の実現へ
今期からの新しい挑戦として、東北地方を中心に開催されている日本最大
級のドラッグレースシリーズ、JD-STER ドラッグレースに参戦いたします。東北
の地は私がプロライダーとしてスタートした思い出の地。新しい挑戦を始める
のにはうってつけです。また前後の日程で学校訪問を実施し講演もしていく
計画です。夢を持つこと、また挑戦することの大切さをお伝えしつつ、レース
の感動と興奮を味わっていただけたらと考えております。
使用マシンは、鈴鹿 8 時間耐久でもおなじみの KTM 1190 RC8 R で、バイ
クを使ったエクストリームな挑戦、新しい遊びの提案などにご共感いただき、
鈴鹿 8 耐と合わせて KTM ジャパン株式会社様のサポートをいただけること
になりました。KTM 1190 RC8 R は 1195CC 75°V ツインエンジンを搭載。2
気筒ならではの絶大なトルクを発揮します。しなやかで剛性感の高いクロモ
リ鋼トレリスフレームと高精度で意のままにチューニング可能な WP 製前後シ
ョック、ブレンボ製フロント 4 POD ダブルディスクブレーキなど、まさに READY
TO RACE なポテンシャルを擁しており、JD-STER に参戦するマシンも増加中で
す。この非常に完成度の高いマシンでドラッグレースを戦い、来年度以降、
スピードチャレンジの最高峰、地上最速を競う「ボンネビル・ソルトフラッツ」
へ挑戦。新たな夢の実現に邁進してまいります。

■鈴鹿 8 時間耐久レースはじめ、チャレンジをし続けます！
子供の頃夢に描いたあこがれの舞台、鈴鹿 8 耐への参戦は、チーム監督
としてチャレンジし続けます。昨年大変話題となった「ばくおん!!」とのコラボレ
ーションは今年も継続。「KTM HAMAGUCHI ばくおん!!レーシング」として新
体制で望みます。マシンは昨年同様 KTM 1190 RC8 R をベースに更に鈴鹿 8
耐用に磨きをかけ、昨年までのノウハウをフルに投入して上位入賞を目指し
ます。

■浜口喜博
1976 年 3 月 17 日生まれ 三
重県出身。
2001 年に TBS バラエティ番組
TOKIO 出演『ガチンコ！』の企画
で主役に選ばれ出演。プロレーシ
ングライダーとしての道を歩みだ
し、全日本選手権やカナダ選手
権への参戦を経験。
2012 年の鈴鹿 8 時間耐久レー
ス出場に際し、KTM のレースへの
取 り 組 み に 共 鳴 、 KTM
HAMAGUCHI レーシングとして自ら
チームを立ち上げて参戦する。
2013 年には「ばくおん!!」とコラボ
した〈KTM HAMAGUCHI ばくおん!!
レーシング〉で自身 13 年連続 13
回目の鈴鹿 8 時間耐久レースへ
の出場を果たした。また 9 月には
フランス ル・マン 24 時間耐久レ
ースに参戦するなど精力的に活
動を続ける。
今シーズンからは鈴鹿 8 耐に
は選手としては引退し、TEAM 監
督として第 2 の挑戦をスタート。こ
れまでの経験を活かし若手育成
と“夢を持つ事の大切さ”を伝える
活動を開始する。
第 2 の夢をアメリカ ソルトレイ
クの “塩の湖” をオートバイで走
る事を目標に、まずは今期、プロ
レーサーとしてスタートを切った
東北の地を舞台にした JD-STER ド
ラッグレースに参戦。近隣の学校
などをまわり子どもたちにバイク
の楽しさ、高鳴る興奮を感じても
らうための活動も行う計画。

またファンの皆さまとの交流を深め、自身の愛車とともに特別な興奮を堪

浜口喜博公式ホームページ

能できる逆バンクでの特別観戦プログラム「逆バンク de 8 耐 CAMP」を今年
も継続。KTM ジャパン様とのジョイントで全国のファンの皆さまに呼びかけを
行い、より盛り上がっていただける
工夫をしてまいります。
その他サーキット主催のファン感
謝デーや KTM を始めとする各メー
カーのイベントへの出演、エキシビ

http://hamaguchiyoshihiro.jp/
浜口喜博 活動報告（公式ブログ）

ジョンライディング、「ばくおん!!」や
KTM とのコラボレーションによるグ
ッズやパーツ開発/販売、そして公式ホームページやフェイスブック等を使っ
たさまざまな発信等、これまで以上に精力的な取り組みを続けて参ります。

■メディアの皆さま スポンサーの皆さまへ
浜口喜博ならびに HAMAGUCHI レーシングチームの詳細な活動予定、ご報
告などはホームページ、フェイスブックなどを通してタイムリーに発信しており

http://hamaguchiyoshihiro.jp/blog/

ます。こちらも是非ご一読いただきますようお願いいたします。また、詳細な
写真やデータ、スペック等下記問い合わせ先にてご案内させて頂いておりま

浜口喜博フェイスブック
公式ページ

すので、お気軽にお問い合せください。
最後に、ファンの皆さま、スポンサー様・協力企業様各位のご支援には心よ
り感謝致しております。この場をお借りしてお礼を申し上げますとともに、今
期の活動にもご注目いただき、更なるご支援を頂戴できれば幸甚です。引続
https://www.facebook.com/
hamaguchiyoshihiro

き応援のほど宜しくお願いいたします。

HAMAGUCHI レーシングチーム
公式ページ

http://mouthbeach.co.jp/

このプレスリリースに関するお問い合せは下記までお願いいたします。
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