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東京都  みくりや アトラス 皆様、宜しくお願い致します。

神奈川県  ホーリーさん アベニール Aero Express 一度も参加したことがなく、選ばれたら初参加なので、楽しみです。

埼玉県  甲斐斗 アベニール Rider
一昔前の車輌ですが、まだまだ現役です。
この時代のスタイル、顔つきが大好きです。
初めての参加になります。宜しくお願い致します。

東京都  紋次郎 ウイングロード Rider
もうじき7年を迎えるねずみライダーは、ますますいい味を出していま
す．エイジレス？なねずみライダーと紋次郎のコンビは、まだまだ続き
ます．よろしくお願いします！

愛知県  愛知キューブ博 ウイングロード Rider 『来るな！』と言われるまで参加し続けるつもりです（笑）

愛知県  レイちゃんのパパ ウイングロード Rider
ぜひ今年は一昨年のように晴天にめぐまれ、富士山がしっかり見えま
すように。

静岡県  まぁ君 エクストレイル X-TREMER X 宜しくお願いします!!

岐阜県  canbe9821 エクストレイル X-TREMER X
3回目の車両変更でエントリーです、またライダーじゃない車ですが。
今回は車の色で目立つかも。

埼玉県  ひでちゃん エクストレイル X-TREMER X
ミーティングが無事に行われます様に。
その前に抽選に当たります様に。

神奈川県  たけごん。 エクストレイル X-TREMER X 2013年の初参加が叶わず、2014年のリベンジです。

神奈川県  TETSUGT エクストレイル X-TREMER X
走る用品カタログ仕様のエクストレイル目指しています！
どうぞよろしくお願い致します！

神奈川県  とびはぜ エクストレイル X-TREMER X 台風来ないでね。

神奈川県  Neo エクストレイル X-TREMER X

埼玉県  ヨッシィー エクストレイル X-TREMER X
去年、Marchから買い替えて里帰りミーティングには初めて参加しま
す。参加される皆さん、宜しくお願いします。BLACK  X-TREMER  X
のオーナーの方、仲良くして下さい。

神奈川県  そら＆XTRAIL くん エクストレイル X-TREMER X

事務局の皆様お疲れさまです。2004年初回以降E51rider又はZ33
380RSで参加をさせていただきました。今年XTRAILの新車に乗り換え
新たな気持ちで参加をさせていただきたく。里帰りイベントで出会えて
友人となった数多くの方との再会も是非楽しみにしています。宜しくお
願いいたします。

神奈川県  えいとまん エクストレイル Rider

5年ぶりに参加できると子供が喜んで待っていた去年は天候悪しでや
むなく中止に。今年こそは参加できると良いな。少数になるライダー一
族の1台です。
神様！里帰りに晴天を・・・・・。

福島県  車の薬剤師 エクストレイル X-TREMER X
初めて、参加します。
宜しく御願いします。
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静岡県  ＮＯＲＩ☆≡ エクストレイル AXIS

昨年は子供の運動会と重なり申し込みを行いませんでした。里帰り自
体も荒天で中止となり残念でした。今年はエクストレイルが新型Ｔ３２
となり、Ｔ３１アクシスは一段とレアな車種になってしまったと思います
が、家族で参加し貴重な交流をさせていただきたいと思います。よろし
くお願いします。

神奈川県  Ray@Shou エルグランド Rider

昨年は家族皆で毎年楽しみにしていたイベントが
台風で中止になり非常に残念でした♪
今年は家族が１人増え参加出来ることを楽しみにしています♪
スタッフの皆様&参加者の皆様宜しくお願いしますm(__)m
愛車はシーケンシャル６速ミッションのターボ仕様です♪

神奈川県  おーの エルグランド Rider 昨年の分まで、楽しみましょう！

神奈川県  レストア中E50エルライダー エルグランド Rider

お世話になります。いつも　ありがとうございます。
昨年イベント募集締め切り後　イベント・ＡＯＧのことを知り　ＡＯＧには
即参加　里帰りも心待ちにしておりました。
どうぞ　よろしくお願いいたします。

東京都  トリスキー エルグランド Rider
今年こそ天気に恵まれますように。
いろんなオーテック車に会えることを楽しみにしています。

神奈川県  ほっち☆ エルグランド Rider 参加のみなさん、去年の中止の分の含めて2倍楽しみましょう！

埼玉県  しんたんパパ エルグランド Rider
青い空、青い海、2年ぶりの聖地へ！
みなさんよろしくお願いします。

埼玉県  ひろもんパパ エルグランド Rider
購入3年目にして初めての参加です。
宜しくお願いします。

山梨県  taka101 エルグランド Rider 今年も参加させて頂きます。

栃木県  くろらいだあ エルグランド Rider
去年は開催されずガッカリ・・・
ヨロシクお願いします！

神奈川県  エルガズ エルグランド Rider
昨年はとても楽しみにしていたのに台風で中止になり残念でした
今年は去年の分まで楽しみたいのでよろしくお願いします。

滋賀県  とよきち＠関西 エルグランド Royal Line エルグランドでの里帰りも今年で最後かも・・・。

神奈川県  ミネ様 エルグランド Rider 晴れますように!!

神奈川県  ぱぱなお エルグランド Rider
昨年が台風による残念な状況でしたので、今年はリベンジで思い切り
楽しめればと思います！

愛知県  みむみむ エルグランド Rider

久しぶりにオーテック仕様のオーナーになりました!
色々なオーナー様と、楽しい時間を過ごせたらと思って応募しました
♪
よろしくお願い致しますm(._.)m

神奈川県  たいちパパ エルグランド Rider まだまだ！頑張ります前期ライダー＼(^o^)／

福岡県  ひらちゃんライダー エルグランド Rider
今年も行きま～っす！！去年の分も合わせて楽しみたいと思います
ので、よろしくお願いします。
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神奈川県  ken-white エルグランド HWS Urban CHROME
皆さま初めまして。E52乗りですが、折角のオーテックイベントですの
で、他車種の方もよろしくお願いいたします。

東京都  りおパパ エルグランド Rider
昨年は台風接近で中止になってしまいとても残念でした。今年はぜひ
参加して皆さんと交流を深めたいと思います。

茨城県  アイポン エルグランド Rider
昨年は台風で中止となってしまい凄く残念でした。
今年はお天気になることを祈って参加出来る事を楽しみしてます。

神奈川県  Rider005 エルグランド Rider どうか、参加させていただく。

東京都  ヨコパールライダー エルグランド Rider
昨年は中止になり今年は２年分楽しみたいです
宜しくお願いします。

神奈川県  られふ エルグランド Rider 今年は晴れます様に(o^-^)

長野県  赤岩太郎 エルグランド Rider
今年も夫婦共々楽しみにしております。去年の分まで！
抽選に漏れないことを祈って・・・

東京都  ごんざれす。 エルグランド Rider
去年は中止で、とてもとても残念(ToT)でした。今年こそは、今年こそ
は、皆で盛り上がりましょう。開催時期には家族が一人増えます(^o^)
／

埼玉県  Pleasure エルグランド Rider 久々のイベントよろしくお願いします！

神奈川県  take エルグランド Rider
昨年中止になってしまったため、今回初参加です。よろしくお願いしま
す。

東京都  ゆみライダー エルグランド Rider
昨年参加予定でしたが、都合が悪くなったのと、天候不良で確かイベ
ントが中止になりましたよね。今回は初参加ですが、去年のリベンジ
なので楽しみにしています。

神奈川県  TOS300 エルグランド Rider
昨年は台風の来襲で中止になり本当に残念でした。
今年は、昨年の分も楽しみたいと思いますので、皆さん
宜しくお願いします。

埼玉県  i_zoom エルグランド Rider
今回も当たれば３回目！（昨年の台風中止がなければ４回目＾＾；）
何か月も前から楽しみにしておりました！
今年もよろしくお願い致します！！

東京都  ちあきぱぱ エルグランド Rider よろしくお願いします～

千葉県  おたくの竹 エルグランド Rider
昨年は台風で中止になりましたが
今年は２年分頑張りましょう。

新潟県  かずぶ～ エルグランド Rider 今年は、開催されますように。

埼玉県  ぽでくん エルグランド Rider
子供も大好きな湘南里帰りミーティング。想い出づくりに最高なイベン
ト！ビンゴ大会楽しみにしています。
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神奈川県  たー坊 エルグランド Rider

宮城県  やっとEL エルグランド Rider

祝）　初参加です！！
ぜひ参加したかったイベント！
分からない事だらけではありますけれども
いっぱい楽しみたいと思いますので宜しくお願いします(^^♪

東京都  まさよし エルグランド Rider
初めて参加します。
楽しみにしております。

神奈川県  うなぎいぬ エルグランド Rider
昨年は残念ながら台風の影響で中止になりましたが、今年の里帰り
ミーティングはきっと爽やかな秋晴れなると思いますので、次男坊と是
非参加させていただきたいです。

神奈川県  ken.nao エルグランド Rider

昨年の分も楽しみたいと思ってます！
楽しみにしてますので、よろしくお願いします(^o^)/

AOGのIDを忘れてしまいました。

東京都  恋次 エルグランド Rider
去年は、初参加でしたが…台風で…（涙）
今年こそ、参加できますよーにo(^▽^)o

神奈川県  ぴろたん エルグランド Rider
久しぶりの参加です。
よろしくお願いします！

山梨県  Ｓ乗りミーさん エルグランド Rider
初めて参加します。オーテック乗りの皆さんと楽しく交流できたらいい
なぁと思います。

神奈川県  ぺぺ@飯塚 エルグランド Rider
前回は台風で開催出来なかったので今年は開催出来るのを楽しみに
してます！！

茨城県  オーテック ライダー エルグランド Rider よろしくお願いします

茨城県  E510エルブル エルグランド Rider よろしくお願いします。

埼玉県  福さん エルグランド Rider 去年は、残念でしたので今年は楽しみたいです。

神奈川県  Katsuhiko エルグランド Rider
初参加です！
どうぞ、よろしくお願いします☆

滋賀県  ホワイトRIDER エルグランド Rider
昨年台風の為参加出来ずでしたので今年は超楽しみにしておりま
す。
どうぞよろしくお願いします。

埼玉県  hiro エルグランド Rider
Ｅ５１からＥ５２に変更して気合入れて安全運転で行きたいと思います
楽しみにしてます.ヨロシク.

千葉県  ゆいどん エルグランド Rider
息子に里帰りの申込みした？と聞かれ慌ててHPチェック。間に合っ
たー！去年の分も併せて２倍楽しみたいです。今年は好天となります
ように！

栃木県  イシグランド エルグランド Rider
今年も宜しくお願いいたします。
お天気に恵まれますように…。
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長野県  ton吉 エルグランド Rider
いつもとても楽しみにしています。まだ仕事が最終どうなるか不安で
すが なんとしても。
旧型になり恐縮ですが どうぞ宜しくお願い致します(._.)

滋賀県  オザやん エルグランド Rider

長男の誕生をキッカケに、2500CCライダーSを予約注文。
ローダウンに20インチホイールと当時は大変珍しい仕様でした。
まだまだ乗るつもりですが、もうすぐ10年を迎えるので、今回が最後
のチャンスになるかと思い応募しました。
よろしくお願いします。

静岡県  HIROKI エルグランド Rider
オーテックの車種が集まる風景は圧巻。何回来ても感動ものです。今
年もまた同じ感動を味わいたいです。

静岡県  みよし＠富士山 オッティ Rider
今回はオッティライダーで参加します。今年は中止にならないことを
祈っています。

神奈川県  fuga2919 オッティ Rider
昨年は、中止になり残念でした（≧∇≦）
皆さんに、お会いできるのを楽しみにしています。
よろしくお願いします。

埼玉県  社長 キャラバン Rider
AOGで多くの方とお知り合いになれましたので、お会いできることを楽
しみにしています。宜しくお願い致します。
今年は晴れて欲しいです。

東京都  団長 キャラバン Rider
E26ライダーが街中で見る機会がE25より圧倒的に多いので　抽選に
当たるかな？

山梨県  compass キャラバン Rider よろしくお願いします。

三重県  KEN&YOU キャラバン Rider

東京都  けんちゃん キャラバン Rider
初めてのライダーオーナーになり、昨年参加の書類が届きドキドキし
ていたのに天災で中止。とても残念な思いをしたので、今年こそは絶
対参加したいです。

岐阜県  2 キャラバン Rider

神奈川県  みきやん キャラバン Rider
オーテック車のオーナーとなり
初めて参加の予定だった去年のリベンジを！！

神奈川県  papachy キューブ Rider
今年はテルテル坊主の準備を忘れないようにします。
よろしくお願いします。

福島県  まさにぃ キューブ Rider
去年初参加予定で楽しみにしてましたが中止になり今年こそ参加した
いです！

埼玉県  うれしの キューブ Rider 今年は天気になるといいですね！

神奈川県  アミノバイタル キューブ Rider よろしくお願いします。

神奈川県  YASU キューブ Rider
昨年が台風の影響で中止になったので、今年は2年分里帰りミーティ
ングを楽しみたいと思います。たくさんのオーナーの方々と交流を持
ちたいと考えていますので、宜しくお願い致します。
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東京都  さならいだー キューブ Rider
AUTECHの全てが好きと言っても過言では無い位のファンです♪
車のなんちゃるか何て解りませんか
絡んで頂けたら幸いです♪(^-^)v

静岡県  としちゃん キューブ Rider
昨年の分も含めて、今年は多くの方と親睦を深めたいと思います。
３回めの参加となりますが、よろしくお願いいたします。

長野県  mamy キューブ Rider
長野県から初参加です！
大きなミーティングは初めてなのでドキドキです～。
家族みんな車好きなので楽しみにしてます♪

東京都  アンクルライダー キューブキュービック Rider 今年はピーカンで開催できるよう心より祈っています！

神奈川県  みゅ-びっく キューブキュービック Rider ２年分まとめて楽しみたいと思います！（＞o＜）

埼玉県  sugakiya グロリア 150L_VIP
昨年は台風の影響で中止になってしまいましたので今年は晴れる事
を願います。

東京都  リムジン グロリア ROYAL LIMOUSINE 初めて参加させて頂きます。どうぞ よろしくお願いいたします。

静岡県  マッチ グロリア 300　AX 今年の里帰りを楽しみにしています。

千葉県  エアロ ジューク Urban Sel.
毎年参加しており、去年も参加の予定のでしたがまさかの中止。

今年こそ参加したいので宜しくお願いします

神奈川県  クニミツ ジューク Urban Sel. ヨロシクお願いします。

愛知県  ひで ジューク Urban Sel. 今年もよろしくお願いします。

石川県  hiiragi シルビア Autech Ver. 去年の雪辱を果たしたい！

埼玉県  3215 シルビア Varietta 1年開いた分、楽しみが募ってます。今年は晴れますように。。。

愛知県  ウィザード シルビア Varietta
年に１度の同じ車のオーナーとの語らいの場です。
昨年は台風のため、２年ぶりの再会を楽しみにしています。

千葉県  にいろくまるこ シルビア Convertible 今年は晴れることを願っています。

三重県  じょる シルビア Varietta 昨年中止だったので今年は昨年の分まで楽しみたいと思います！

群馬県  政 シルビア Varietta
今年こそは開催を！
そしてよろしくお願いします。
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神奈川県  ぱぱにし シルビア Varietta

昨年の中止は参加予定者の私も残念の極みでしたが、ミィーティング
に向けて準備されていたスタッフのみなさまの方が私より落胆された
と思っております。
スタッフのみなさまとお会いできるのを楽しみにしております。
よろしくお願いいたします。

栃木県  varietta15 シルビア Varietta
ずっと憧れていたAOGに今年こそ参加したい！皆さんにお会い出来
ることを楽しみにしています。

東京都  ＢＢＱおじさん シルビア Varietta
今年は台風に邪魔されない事を祈ります。
昨年は準備に御苦労様でした、努力が報われますように。

茨城県  たかちん シルビア Autech Ver.
実質，初参加になります。車はだいぶ疲れてきていてオーナー同様で
す。しかし，年一度の機会です。皆さん楽しく一日過ごしましょう。そし
て，よろしくお願いします。

愛知県  るろうに健さん シルビア Varietta 昨年の分まで楽しみましょう！

神奈川県  じゃんぽーる シルビア Varietta
毎年ヴァリエッタ仲間でも恒例の一大イベントになっています！！
去年は中止で本当に残念でしたが、今年は絶対に晴れであって欲し
いです。いや絶対晴れろー！！

東京都  なま シルビア Autech Ver. 今年は晴れるといいですね～

愛知県  SHIN シルビア Autech Ver.

昨年は娘（第一子）が産まれ家庭環境も大きく変わりました…がっ！
我が家のシルビア（17歳）は現役続投（続走！？）中です！
今年からは娘の英才教育の為、ミーティングに参加します。
娘よ！まずはマフラーの音と乗り心地の悪さに耐えるんだ～（笑）

神奈川県  AIMIN シルビア Varietta 初参加よろしくお願い致します！！

神奈川県  なかごみ シルビア Varietta
取材では何度もお邪魔したことがあったのですが、初めてエントリーさ
せていただきます。楽しみです。

神奈川県  みね シルビア Varietta
昨年、初めて申し込みをして参加を楽しみにしていましたが、今年こそ
は是非とも参加したいです。

長野県  たか スカイライン GT-S Autech Ver.

久しぶりに参加させて頂きたいと思います。
車両は特に変わりはありませんが、1/200を絶やさぬように維持して
います。
宜しくお願い致します。

東京都  しんたまねぎ スカイライン GT-S Autech Ver.
昨年は雨で流れたので、今年は参加したいというか、開催されること
を切に願います！

埼玉県  さいめいさん スカイライン GT-S Autech Ver.

実は昨年、前日に予約してあった大磯プリンスをキャンセルしないで、
荒波が打ち寄せる西湘バイパスをホテルから眺めていました。今年は
台風が来ないことを祈ってます。あ、クルマは別のクルマで行きました
けど・・・汗

神奈川県  snowbird スカイライン Autech Ver.
昨年の分まで、清々しい湘南の風に吹かれて、楽しい1日をAOGのみ
なさんと過ごしたく思っております。

静岡県  おたくおやじぃ スカイライン Autech Ver. 2年分皆様にお逢いできるのを楽しみにしています

大阪府  usr スカイライン Autech Ver.

昨年、静岡県に転勤になったため、湘南里帰りミーティングへの参加
を計画していましたが、６月に奈良県に転勤になりました。しかし、７月
に動態保存していた車両を１８年ぶりに車検を受け、大阪からの参加
を楽しみにしています。
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東京都  omiomi スカイライン Autech Ver. 楽しみにしています。

長野県  ホワイトバード スカイライン GT-S Autech Ver.

昨年、はじめて里帰りイベントがあると知りまして、ぜひ今回参加させ
ていただければ嬉しいと思い応募させていただきました。2011年に当
方にお嫁に(EHR31)来まして当時は24000〓走行で、それから8000〓
走行いたしました、
今までHR31を３台所有しましたが、オーテックはすばらしいです。

埼玉県  かすみあみ スカイライン Autech Ver.

愛知県  endy スカイラインGT-R GT-R Autech Ver. 40th Anniv. ブースが増えることを期待しています！ちょっと、マンネリ、、、、

三重県  @ヤーザキン スカイラインGT-R GT-R Autech Ver. 40th Anniv.
昨年は悔しかったので今年はぜひ参加したいです！
よろしくお願いします。

大阪府  Brother-26 スカイラインGT-R GT-R Autech Ver. 40th Anniv.
昨年川崎から大阪に引っ越しました
遠距離での参加になりますが、楽しみにしています

愛知県  1048 スカイラインGT-R GT-R Autech Ver. 40th Anniv. よろしくお願いします♪

神奈川県  あおじる スカイラインGT-R GT-R Autech Ver. 40th Anniv.
去年は中止で残念でした。
今年は参加できることを楽しみにしています。

神奈川県  ＨＩＲＯ スカイラインGT-R GT-R Autech Ver. 40th Anniv.
毎年恒例の重要イベント♪
今年もよろしくお願いします(*^_^*)

神奈川県  まるさん スカイラインGT-R GT-R Autech Ver. 40th Anniv. 同じ車、何台来るか楽しみ！！

東京都  木登り兵隊 ステージア Autech Ver. 260RS

一緒に走り始めて１６年目に突入。良い仲間　悪い仲間(笑)たくさん出
来ました。
ニュルに持ち込んで、走る計画を立て始めています。頓挫するか実現
するか、、さてさて、まだまだ物語は続きますよ。What's Your Story?

神奈川県  かず ステージア Autech Ver. 260RS
昨年は残念でしたが、今年はその分楽しみたいなあと思っています。
当たると良いなあ！

愛知県  sakurairo ステージア Autech Ver. 260RS
購入して3年目に入り、初の参加申請です。
お手柔らかにお願い致します。

宮城県  黒豚(ブラピ) ステージア Autech Ver. 260RS
昨年は、憎きフランシスコに念願の初参加を絶たれてしまったので、
今年はリベンジです。
今年こそは、、、頼みます。。。

兵庫県  saco ステージア Autech Ver. 260RS
うちの車は、所有者の知らないうちに制動が良くなったようですが、普
段乗ってる人にはまったく効かないようです。人間に効くブレーキをお
持ちあわせの方はご一報ください。

神奈川県  Run. ステージア Autech Ver. 260RS 今年もよろしくお願いします！

大阪府  kensan260@大阪 ステージア Autech Ver. 260RS

今年はプチリフレッシュも果たし、ますます走りまわれるようになりまし
た。乗る時間が少なくなってしまってるのが残念ですが…(T_T)
去年は台風にしてやられましたが、今年は、皆さんと楽しい時間が過
ごせるのを今から楽しみにしています(^o^)丿



都道府県 ハンドルネーム 車名（修正） 仕様（修正） 一言コメント

AOG 2014 参加者リスト（車名順）

東京都  ひで@傾奇者 ステージア Autech Ver. 260RS 今年は期待してますよ（笑）

埼玉県  よっしー ステージア Autech Ver. 260RS
昨年は台風のため中止になってしまい大変残念でしたが、
その分今年は楽しみたいと思います。
普段中々見れない他のオーテック車を見れるのが楽しみです♪

東京都  260oyaji ステージア Autech Ver. 260RS
去年のリベンジで、
今年は、是非参加したいです。
宜しくお願いします。

東京都  角８ ステージア Autech Ver. 260RS
２年分の思いを込めて参加出来る事を、、、当日お会い出来る皆さ
ん、よろしくお願いします。

千葉県  ナオ♂ ステージア Autech Ver. 260RS 去年は残念でしたので今年は2倍楽しみにしています。

愛知県  よしまん ステージア Autech Ver. 260RS

昨年は直前でのキャンセル残念でした。最近は他のオフミ等への参
加も減ってきて里帰りだけが我が家の恒例行事になっているので今
後も260を維持しつつ参加し続けたいですね。15年目の老体ですがま
だまだ乗り続けますよ d(⌒ー⌒)

埼玉県  tori3 ステージア Autech Ver. 260RS
昨年が中止になったので残念でしたが、今年はさらに楽しみにしてお
ります。
よろしくお願いします。

岐阜県  Kiki ステージア AXIS
昨年は悪天候で残念でしたが、きっと今年は素晴らしい1日なる事を
祈っています。

岩手県  めりすけ ステージア Autech Ver. 260RS

昨年は台風の影響で里帰りが中止になる中、勝手に里帰りを強行ｗ
そして蓋を開けてみればピーカン！やはりオーテックの里帰りは晴れ
るんです（笑）。なので今年も大丈夫、きっと晴れます！お久しぶりの
方も始めましての方もよろしくお願いします♪

東京都  つぶちゃん ステージア Autech Ver. 260RS

初めて参加させて頂きます。　いつも日記等で皆様には大変お世話
に成っております。　当日は皆様といろいろお話が出来たら嬉しい
なぁーと思います。是非お声を掛けて下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。

神奈川県  Ｒ・Ｈ ステージア Autech Ver. 260RS よろしくお願いします。

東京都  シマッチ ステージア Autech Ver. 260RS
前回は、初参加だったのに残念な天候だったので・・・今年こそは、出
席して楽しみたいです♪

千葉県  タケステ ステージア Autech Ver. 260RS
初参加です。
宜しくお願いしますm(__)m

静岡県  みゆテック ステージア Autech Ver. 260RS
昨年は用事があって参加申し込みからＮＧでしたが、
今年はかなり無理言って都合をつけました・・・汗w
参加確定しましたら、皆様よろしくお願いします！！

東京都  カオル ステージア Autech Ver. 260RS よろしくお願いします！

茨城県  ハヤブサ ステージア Autech Ver. 260RS
昨年は大変残念でした。今回も家族で参加出来ればと思います。よろ
しくお願いいたします。

埼玉県  しまじろう ステージア Autech Ver. 260RS そろそろ最後かなと思いつつ、いつまでも～～
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岐阜県  やじきた ステージア Autech Ver. 260RS よろしくお願いいたします♪

群馬県  群馬のナオ ステージア Autech Ver. 260RS

2014年度より、薪ストーブの「薪運搬車」となりました！　４ナンバーと
れるかもw（メリットあるのか？）チェーンソーや斧が積んであっても銃
刀法違反では咎められないハズ・・・ただ、森へは入れない車高が難
点wwwいちお、nismo足だけど

千葉県  こーちゃん ステージア Autech Ver. 260RS

初めての参加となりますが、おそらく同じ気持ちをお持ちであろう
260RSオーナーの方はどのような方だろうという興味からの参加とな
ります。
宜しくお願い致します。

埼玉県  ちのっち ステージア Autech Ver. 260RS
今年もよろしくお願いいたします。
全く進化のない２６０ですが、今年こそ何かしたいなぁ。。。

岩手県  はる260 ステージア Autech Ver. 260RS 今回こそ初参加!!

神奈川県  ひらりん ステージア Autech Ver. 260RS
今年は晴れることを祈っております。青空の下でAOGの皆様と楽しく
過ごしたいです。

千葉県  ひでぢ ステージア Autech Ver. 260RS

昨年はフランシスコの影響で中止になり、涙で枕を濡らしました（ぉ
www
家族で参加予定ですが・・・単独参加となった場合は、昨年オーテック
社からいただいた、2013里帰り仕様のビーチクルーザーを積んで行き
ますｗ
車は誰が見ても、立派なファミリー快速（怪足ｗ）仕様車ですっ！（笑

神奈川県  もも＆りくのパパ ステージア Autech Ver. 260RS キレイではありませんが、子供たちも大好きな我が家の車です。

神奈川県  boss ステージア Autech Ver. 260RS 16万km走ったカーボンクラッチがそろそろ…。

千葉県  mr.softcream ステージア Autech Ver. 260RS 去年参加できなかったんで、今年は宜しくお願いします。

埼玉県  Yocchi ステージア Autech Ver. 260RS 久しぶりに会えるのを楽しみにしています。

群馬県  たくみん ステージア Autech Ver. 260RS 今年もよろしくお願いします♪♪

埼玉県  炭ステ ステージア Autech Ver. 260RS
新車購入時、子供は5歳から乗り続け早14年その子と共にメンテやら
カスタムに親子2人で楽しく乗っています。

栃木県  ヒルマン ステージア Autech Ver. 260RS
今年もこの季節がやってきました。　今年は良い天気になることを期
待しています。

埼玉県  エーアール ステージア Autech Ver. 260RS
今年は晴天開催出来るといいですね！
皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。

静岡県  kuwagi ステージア Autech Ver. 260RS こんなでも里帰りくらいさせてあげて下さい。

神奈川県  トラッキー ステージア Autech Ver. 260RS
初めての参加になります。
多くのオーテック仕様の車両が拝見できることを楽しみにしてます。
よろしくお願いします。
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埼玉県  kuni260rs ステージア Autech Ver. 260RS 宜しくお願いします

群馬県  きゅー太郎 ステージア Autech Ver. 260RS
去年は台風襲来により中止になってしまいましたが、今年は例年通り
の晴天でありますように・・・

東京都  330RS ステージア Autech Ver. 260RS
昨年は天候不良で中止になってしまいましたので、今年は晴れてほし
いです。
参加の皆さんよろしくお願いします。

東京都  ぶっちー ステージア Autech Ver. 260RS
友人の誘いで今回が初参加となります。
当日は思いっきり楽しみたいと思います、よろしくお願いします。

東京都  なっちゃん ステージア Autech Ver. 260RS アットホームな雰囲気な１日を過ごせたら・・・

東京都  t音速 ステージア Autech Ver. 260RS
年に一度の里帰り、去年は天候で無理でしたが今年は晴れて皆さん
と会える事を楽しみにしています。
宜しくお願いします。

大阪府  はがれん ステージア Autech Ver. 260RS
今回初めて参加します…以前から行ってみたかったのですが、オー
テック車に乗っていなかったので前オーナーからも申し込みしろよって
言われてたし…お会いできる方々宜しくお願いします

神奈川県  はる ステージア Autech Ver. 260RS 楽しみでわくわくです。

長野県  Fujiwara_ ステージア Autech Ver. 260RS みなさま、よろしくおねがいいたします。

埼玉県  ながしー ステージア Autech Ver. 260RS
今回初めて参加させていただきます。　みなさんと楽しい時間が過ご
せればと思います。　よろしくお願いいたします。

埼玉県  かぴょ ステルビオ -
昨年は小学校の学校行事とショートしてしまったので申し込めません
でしたが、今年はダイジョーブ。みなさま、よろしくお願いいたします。

神奈川県  山ちゃん＠ゴリラ セドリック 150L
３年振りの参加となります。
皆様よろしくお願いいたします。

神奈川県  川崎６７号車 セドリック Brougham L 今年もよろしくお願いします、、、m(_ _)m。

神奈川県  norizo セドリック Brougham L

神奈川県  くう・ねる・あそぶ セフィーロ Autech Ver. 残念ながら今回の参加が最後になるでしょう。

神奈川県  セレダー セレナ Rider 参加される皆様、よろしくお願いします。

神奈川県  よっちゃん セレナ Rider
初めてのライダーでの参加です、とても緊張しますみなさんよろしくお
願いいたします。m(__)m
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神奈川県  まつもと セレナ Rider
初めての参加となります。
宜しくお願いします。

愛知県  さとぽん セレナ Rider

愛知県  ゆう＠ライダー セレナ Rider
オーテック車に乗り始めて１４年ほど
初の里帰りに参加できると嬉しいです。

長野県  ☆あっぷる☆ セレナ Rider
今年は中止になりませんように…
その前に参加できますように！

千葉県  やす セレナ Rider 今年こそは晴れることを祈っております

神奈川県  SSO セレナ Rider 今年もヨロシクお願いします！

神奈川県  SO-SO セレナ Rider 昨年の分も楽しみたいですね!!

神奈川県  RIBON セレナ Rider 初参加です。１日楽しみたいと思います。よろしくお願いいたします。

東京都  タカ セレナ Rider
今年も是非参加したいです。
宜しくお願い致します。

山梨県  もりもん セレナ Rider

Z11キューブ ライダーの時から参加させて頂いています！セレナに乗
り換えてから２回目の参加（去年含めば3回目ーっ笑）今年も皆様に
お会い出来るのを楽しみにしております！よろしくお願い致します！
m(_ _)m

静岡県  かみら＠C25 セレナ Rider
去年初参加の予定でしたが台風で参加出来ませんでしたので
今年こそはその雪辱！？を果たしたいと思います。

長野県  kure セレナ Rider
年に1回の遠出（謎）です、有意義に過ごしたいと思います。
宜しくお願いします。

茨城県  ゆうとパパ セレナ Rider
去年のリベンジの為プチいじり決行しました。
みなさんよろしくお願いします。

長野県  ヒデゴン セレナ Rider
待ちに待った里帰りMTGです。参加される皆様、よろしくお願いしま
す！

神奈川県  やんぼー セレナ Rider

昨年は気付いたら申込期間が終わってました。
一昨年は時間に間に合わず、別駐車場に・・・
今年こそは、皆さんの輪に入れていただけたらと、
楽しみにしています。

神奈川県  AC☆ セレナ Rider
昨年２つの台風で中止になったので今年は昨年の分まで目一杯楽し
みたいと思ってます（＾＾）ｂ

神奈川県  こーたろー セレナ Rider 車が替わりましたが今年もよろしくお願いします。



都道府県 ハンドルネーム 車名（修正） 仕様（修正） 一言コメント

AOG 2014 参加者リスト（車名順）

神奈川県  いくみ＆のぞみ　パパ セレナ Rider
昨年、初めて参加でしたが台風で中止で残念でしたので再度応募。
再度初参加の為、宜しくお願い致します。

茨城県  カリリ軍曹 セレナ
今年は行けそうなのでぜひ参加したいです♪
よろしくお願いします。

静岡県  まさくん セレナ Rider
昨年は、台風接近してしまい・・・中止。
残念でしたが、今年も抽選！当たると～いいなぁ～
よろしくお願いします。

東京都  ナガ セレナ Rider

千葉県  BOB☆666 セレナ Rider
今年の頭にC25 Riderから HC26 Riderに乗り換えることになりました。
今年も人間二人とチワワ二頭で楽しみに待っております♪

神奈川県  REN8 セレナ Rider

昨年初めて申し込み、楽しみにしていましたが天候悪く残念でし
た。。。
今年こそは是非是非参加したいです！！
オーテックファンの皆さまにもお会いしたいですし、たくさんのライダー
を見てみたいです！

長野県  あずさ２号♪ セレナ Rider
ライダーがお気に入り、10万超えましたが元気です。
今年も宜しくお願い致します。

神奈川県  てつろー セレナ Rider 今年もよろしくお願いします。まだまだ走りますぞ。

群馬県  つと民 セレナ Rider
・・・去年の分まで楽しむぞっ！
皆様よろしくお願いいたします

神奈川県  White☆SERENA セレナ Rider
White☆SERENAと申します！去年が初参加予定でしたが台風の影響
で中止になってしまい参加できませんでした。ですが今年こそリベンジ
も兼ねて初参加出来ればなと思ってます。皆さん宜しくお願いします。

神奈川県  ゆうた セレナ Rider
オーテックの皆様、今年も計画お疲れ様です。今年は台風で中止に
ならないよう、心から祈っています！

兵庫県  furuman セレナ Rider

日産車は色々乗ってきましたが、ライダーは今回初めて購入しまし
た。
ライダーならではの特別なイベントなので参加したいと思います。
よろしくお願いします。

千葉県  kou セレナ Rider 初めての参加です。よろしくお願いします。

神奈川県  オレンジパル セレナ Rider 今年もよろしくお願いします。

東京都  アックン＠紅玉髄の人 セレナ Rider

昨年は申込みしようとしたら期限切れという大チョンボをやらかしまし
た・・・。今までは可愛い女の子がボディ一面に居ましたが、今年は誰
もいない普通なセレナライダーに？なりました。
なかなかお会いできない方々との交流が楽しみで、2年振りに参加で
きましたら幸いです。

新潟県  リクさん セレナ Kitakitsune
キタキツネ生誕20周年！
　我が家の大事な一員です
　皆様にお逢いできる事　楽しみにしています

北海道  sherry セレナ Rider

2012年は申し込んで抽選をクリアできたのですが仕事の都合で涙の
辞退でした。
今年は何とか都合をつけて参加したいと思っております。
北の遠来賞狙いはもちろん、マイフレンドさんを始め参加メンバーの
皆様とお会いできるのを楽しみにしています、よろしくお願い致しま
す。
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神奈川県  まさきパパ セレナ Rider
昨年当選したのに…あんなことに。
今年こそは是非参加したいです。

大阪府  totto セレナ Rider
オーテック車は二台目になります
色々なオーテック車を実際に見れるのが
楽しみです

静岡県  hirokn セレナ Rider

念願のライダーオーナーになり、
同じオーテック車に乗る色々な方々と知り合いたいと思い参加しまし
た。
人見知りなところもあるので、よかったら話しかけてください。
よろしくお願いします。

山形県  びばよね セレナ Rider

神奈川県  くみちょ セレナ HWS V-AeroSel. 去年、当選していたのに～（笑）リベンジします！

京都府  ひこ＠京都 セレナ Rider

毎年楽しみにしている里帰りです。我が家のセレナは今年春に１回目
の車検でした。自分なりに楽しんで我が家仕様にしています　もちろ
ん嫁検合格しています。
昨年はライダー誕生１５周年でした　今年はシリーズとしては途切れ
ていますがキタキツネ誕生から２０年にまりますね。よろしくおねがい
します。

長野県  hirosuke セレナ Rider

御無沙汰しております。去年、申し込みましたが台風の影響で中止に
なってしまってとても残念でした。素晴らしいイベントに今年も家族で
参加できれと思っております。湘南里帰りミーティング2014里帰りに是
非参加させて下さい。宜しくお願い致します。

岐阜県  okumasa セレナ Rider
昨年、やっと当選し、楽しみにしていました。
しかし、中止になりすごく残念でした。
今年は、絶対に参加したいです。

神奈川県  こばぞう セレナ Rider

今まではセレナのアーバンセレクションでしたが、今年はライダーで参
加します。湘南里帰りミーティングはとってもアットホームなイベント
で、すごく楽しみにしています。スタッフのみなさん、いつもありがとう
ございます。

神奈川県  ふみぱぱ セレナ Rider ひさしびりの参加できたらうれしいです。よろしくお願いします。

神奈川県  陽炎 セレナ Rider
このようなイベントがあるとは知りませんでした。
当日を楽しみにしています。

群馬県  矢七 セレナ Rider
今年もこの季節がやってきましたね。
毎年、家族で楽しみにしている恒例のイベントになっています。
皆さんよろしくお願いいたします。

大阪府  きゅ～＠ZZ セレナ Rider
前車もライダーで今回もライダーを縁あって購入しました。
当選すれば是非参加させていただきたいと思います。

埼玉県  オータちゃん セレナ Rider

ライダーのオーナーになってはや5年。今年初めて会社の休みとイベ
ントが合致したのでこれは申し込みしない訳にはいきません！しかし
抽選になりますよねぇ？当たればいいけどなぁ。生来くじ運悪いから
なぁ(笑)。

埼玉県  チョット セレナ Rider
セレナライダーを購入し初めての里帰りを楽しみにしていた昨年のリ
ベンジを今年は何としても果たしたいと思っています！

福岡県  なにーに セレナ Rider
初参加になりますが、今年は必ず当選して皆さんにお会いしたいと思
います！
よろしくお願いします♪

福島県  桃太郎＠ セレナ Rider 今回初めての参加になりますが宜しくお願い致します。



都道府県 ハンドルネーム 車名（修正） 仕様（修正） 一言コメント

AOG 2014 参加者リスト（車名順）

神奈川県  ポン太 セレナ Rider
2011年に初参加した際に抽選で当選したカエルのオリジナル抱き枕
を持って、家族で参加したいと思います。昨年は中止になってしまった
ので今年はとても楽しみにしています。

栃木県  イナチョウ セレナ Rider 宜しくお願いします。

神奈川県  セレフュージョン セレナ Rider 去年は間に合わず・・・今年は何とか参加したいよ～。

静岡県  daisuke5523 セレナ Rider 去年の分まで楽しみましょう！

神奈川県  きつねパパ セレナ Kitakitsune 12年乗ってます、機関好調です、まだまだ大事に乗りたい。

山梨県  アバクロ！ セレナ Rider 参加される皆様よろしくお願いいたします♪

神奈川県  takashi55 セレナ Rider
初めてオーテック車のオーナーになりました。
よろしくお願いします。

茨城県  Ｎ セレナ Rider
今回初めて申し込みました。
他のオーテックユーザーや同じセレナライダーのオーナーとオアでき
るのが楽しみです。

神奈川県  yoshi セレナ Rider
第１回目の湘南里帰りミーティング以来２回目の参加となります。
オーテック車を通じていろいろな方との交流ができればいいなぁと思っ
ていますのでよろしくお願いします。

神奈川県  Masaki.K セレナ Rider
初めて参加させて頂きます。
よろしくお願いします。

神奈川県  ふじば セレナ Rider

岩手県  dera@32AXIS ティアナ AXIS

4年連続で参加したオッティライダーからティアナアクシスへ乗り換え
ました。
また里帰りMTGじゃ少数派な車ですがw、今年もどうぞよろしくお願い
します(*゜ー゜*)ノ

神奈川県  テル ティーダ AXIS
２年ぶりの開催を楽しみにしております。車自体は全く変化はありま
せん。（笑）　今年は好天に恵まれることを願っています。

山梨県  よっち ティーダ AXIS

こんにちは！
三年連続で参加申請しました！
愛車も距離を走ってますがまだまだ元気に活躍してます(*^^*)
今年は、昨年中止になった分………楽しみにしてます！！！
今年も参加出来るの願ってます(*^^*)

神奈川県  サンジ＠ デイズ Rider
初のオーテックオーナー（軽）だけど・・・（笑）
楽しみたいと思います。

東京都  かずちゃん デイズルークス Rider
2013年は天候が悪く中止になりました。
今回は良い天気に恵まれて開催されたら良いと思っています。

神奈川県  沙介 デイズルークス Rider 今年はデイズルークスで参加させて頂ければと思います（*^_^*）
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千葉県  ミッチイ デュアリス CrossRider
長い一年でした。今年は快晴のミーティングとなることを祈っていま
す。

東京都  ウメッシュ デュアリス CrossRider 毎年楽しみにしています。

兵庫県  とみっち ノート Rider
去年当選してたんで、今年は優先してもらえると信じてます！
よろしく～♪

神奈川県  サトシ ノート Rider 初参加です。よろしくお願いします。

神奈川県  じじ ノート Rider 乗り換えた愛車での「初」里帰りになります。宜しくお願いします。

神奈川県  シルバーノート ノート Rider

初めての愛車で、初めてのミーティング（オフ会）に参加させていただ
きます。
ミーティングがどのような物か、何もわかりませんが、開催を楽しみに
待っております！

埼玉県  ケーン ノート Rider
６年ぶりの参加になります。あの頃とは大分変わってしまったと思いま
すが
楽しみたいと思います。

愛知県  よし ノート Aero Style ちょっと、遠いですが、がんばっていきます！

東京都  ひろひろぉ♪ ノート Rider 初参加です！　ヨロシクお願いします＾＾

神奈川県  となりのウオンバット ノート Rider
昨年は悪天候で中止になりましたが、今年はよい天気になりますよう
に。

東京都  かっぴー ノート Rider
初めて参加させていただこうと思っています。今までミーティング等の
集まりに参加したことが無い初心者ですが宜しくお願いします。

福島県  まゆき ノート Rider
以前Y11ウイングロードライダーに乗っていました。またオーテックの
車に乗る事が出来て嬉しいです。よろしくお願いします。

神奈川県  ババロン ノート AXIS 初めての参加になります。よろしくお願いします。

大阪府  クッピー ノート Rider 一度参加したいと思っておりました。

神奈川県  乙 バサラ AXIS
今まで参加出来なかったので、
今年こそはと思います！
皆様よろしくお願いします！

千葉県  新撰組 パルサー VZ-R N1

神奈川県  健太郎 フェアレディZ Ver. NISMO
去年の里帰りが中止になってしまったので、今年が初参加です
バージョンnismoがたくさん並ぶのが楽しみにしています！
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千葉県  みみ蔵 フェアレディZ Ver. NISMO 昨年の分まで楽しみましょう！

茨城県  ゆう フェアレディZ Ver. NISMO 昨年の分まで楽しみたいです♪

大阪府  ハリマオZ３４ フェアレディZ Ver. NISMO 大阪から馳せ参じます。宜しくお願いします。

兵庫県  S'Witch フェアレディZ Ver. NISMO 今年もよろしくお願いします。

神奈川県  きくりん フェアレディZ Ver. NISMO よろしくです。

東京都  くにちゃん フェアレディZ Type-G
いつもの場所で,いつもの友(主催者メンバーも含め)の顔を見るのを
一年間楽しみにしています。
今年は晴天を祈っております。

大阪府  まるまる フェアレディZ Ver. NISMO Type 380RS 久し振りに参加させていただきたいと思います。

神奈川県  380おやじ フェアレディZ Ver. NISMO Type 380RS

神奈川県  ともうに フェアレディZ Ver. NISMO
一昨年は会場入りに間に合わず。
昨年は台風で中止...。
三度目の正直だ!!!

山梨県  tomo フェアレディZ Ver. NISMO 初参加楽しみにしております。

茨城県  サンプラス プリメーラ Autech Ver.
１９年を迎えましたが、少しずつリフレッシュさせながら元気に走ってい
ます。
まだまだ大切にしていきます。よろしく！

千葉県  タカマサ プリメーラ Autech Ver.
いつも申し込みしか出来ず仕事でいけないので今年はなんとか参加
したいです！

埼玉県  take3 ブルーバードシルフィAXIS 購入から８年目の車で初めて参加します。宜しくお願いします。

東京都  風のシルフィ ブルーバードシルフィAXIS
現在、山口に単身赴任中で、参加は久しぶりです。前日に会議のた
め上京するので参加します！シルフィＮＩＳＭＯの良い話でも聞ければ
最高です！！

埼玉県  kagura プレサージュ Rider
初参加です！
電飾大好き！爆音大好き！速い車大好き！
オーテックオーナーの皆様、仲良くしてください(n'∀'n)

神奈川県  こーいち プレサージュ Rider

意を決して今回、初めて参加応募をします。
イベントの模様をみると、とても楽しそうなので、参加できたら嬉しいで
す。
家族４人でにぎやかに行きたいです。
スタッフのみなさま、参加のみなさま、どうぞよろしくお願いします。

神奈川県  neko3 プレサージュ Rider
今年もライダーに乗り続けています！！
参加します、よろしくお願いします。
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神奈川県  R31&U31 プレサージュ Rider
オーテックではありませんがR31スカイラインも所有しています。
昨年始めて申し込みましたが残念ながら中止となりましたので今回は
是非参加したいです。

香川県  ほりやん＠香川 プレサージュ AXIS 今年もお世話になります。プレサージュが少ないよ…

埼玉県  ともちゃん プレサージュ Rider
前々から参加したいと思っていました。
同じプレサージュのオーナーの方はもとより、他の車種のオーナーの
方ともいろいろお話ししたいと思います。

神奈川県  bon プレサージュ Rider 初めての参加です、楽しみにしています。

神奈川県  もっち プレサージュ Rider

昨年初めて里帰りMTGに当選しましたが、悪天候により残念ながら
MTGは中止に・・・
今年こそ参加をしたく、応募しました！
たくさんのオーテック車を見れるのを楽しみにしています！

群馬県  23works-toshi マーチ nismo s/nismo
今回はマーチnismo sで参加です。
よろしくお願いします！！

東京都  むねのすけ マーチ Bolero 初参加、楽しみです

神奈川県  やすお マーチ nismo s/nismo
12SRからMINIへ乗り換え、マーチニスモへ。オーテック車両へ戻りま
した。まだ乗り換えて間もないですがマーチには期待しています。

静岡県  モー マーチ 12SR
2014年、今年こそ里帰りたいですね。そしてみんなで一緒に盛り上が
りたい！

千葉県  たか＠GOGOマーチ マーチ 12SR
関係者の皆様こうしたイベント定期開催ありがとうございます。
今年は晴天だといいですね。
ノートNISMOみたいな。

神奈川県  korosuke マーチ 12SR

去年は流石のエルテル様でも台風には勝てず開催出来なかったの
で、今年は絶対台風を吹き飛ばして開催して欲しいですね。
後は、和田さんの腕が治って、ご自慢のデッカイので沢山撮影して欲
しいです（笑）
今年でAUTECH車3車種目の参加です（笑）楽しみです(^-^)

兵庫県  つよちゃん マーチ Enchante ネタに磨きをかけてきます（笑）

神奈川県  優美 マーチ 12SR
去年参加出来なかった分、今年楽しもうと思います。
K12も減っていく一方だと思いますので、皆勤賞目指して頑張ります！

東京都  ばち マーチ nismo s/nismo
初めての参加です。宜しくお願いします。
ＡＯＧ登録してますがＩＤ定かではありません！？

埼玉県  REGAL@くま マーチ 12SR
台風で中止の回は、残念でした
よろしくおねがいしまーす

埼玉県  ひろっし～ マーチ nismo s/nismo

初参加です。
マーチニスモを買った理由のひとつがこのイベントに参加することでし
た。
よろしくお願いします。

東京都  あっきー マーチ nismo s/nismo
初めての参加なので、ワクワクしています。他のマーチニスモＳとは一
味違う車になっていると思いますのでどうぞ宜しく。
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愛知県  モン吉 マーチ nismo s/nismo
今年からオーテック車両が2台になりましたｗ
皆様、宜しくお願い致します。

神奈川県  ごおせ マーチ DrivingHelper
待ちに待った日がついに来ました！今年は昨年の分も合わせて楽し
むぞぉ！！

静岡県  そで マーチ 12SR
今年も参加すっぞ！！
ネタを仕込んでwww

東京都  おさかなウインナー マーチ nismo s/nismo 初参加ですので楽しみにしています。

神奈川県  えりたん参上!! マーチ 12SR てるてる坊主を作って参加しますよ!!

宮城県  くま2315 マーチ 15SR-A
2004年にS-GTの応援に参加して以来の、念願の里帰りミーティング
です。
東北から、ぜひ、馳せ参じたいと思います。

愛知県  タケ＆マス マーチ 12SR
今年は晴天で！！
よろしくお願いします。

東京都  wiggler マーチ 12SR

東京都  みきみき マーチ nismo s/nismo
当たるといいな！
参加できたらよろしくお願いします(｀・ω ・´)

神奈川県  KAZOO マーチ 12SR
昨年は台風で残念でありましたが、
今年こそはまた晴天の大磯で・・・よろしくお願いいたします。

静岡県  くろのえすあ～る マーチ 12SR 12SR生誕10年祭過走行車参加しまーす。

群馬県  AKI マーチ 12SR

山梨県  NOISY マーチ 12SR
昨年は台風の為にお会いできませんでしたが
今年は会えますよ＼(^o^)／

愛知県  てる＠愛知 マーチ 12SR 今年もよろしくお願いします(^-^)/

千葉県  バタヤン マーチ nismo s/nismo 初めてのオフ会です。みなさんよろしくお願いしますm(__)m

静岡県  こんちゃん マーチ 12SR 今年は台風に負けないように熱くいきましょ！

千葉県  akira マーチ nismo s/nismo
マーチニスモＳを満喫しています。
色々な話が聞けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
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神奈川県  のり マーチ 12SR

京都府  空波 マーチ nismo s/nismo

Ｓ１５改から２台続けての改オーナーになりました。今回、オーテックだ
けのイベントがあると初めて知って応募します。日産ファンとしては是
非参加したいです。どんなに遠距離があろうと駆けつけますので宜し
くお願いします！

神奈川県  もりもり マーチ 12SR
昨年は悔しくて当日に大磯まで行ってしまいました。
今年こそ皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

神奈川県  たろたま マーチ nismo s/nismo
初参加です。オーテックのこと、マーチnismo sのこと、たくさん知りた
いです。宜しくお願いします。
大磯～藤沢の美味しいお店の情報ならお任せ下さい！

神奈川県  マリサポ１２ＳＲ マーチ 12SR

前回はとても残念でした。
前々回、初めて参加させて頂き、とても楽しかったです。
みんからでスタッフの方々に見送られる画像の１２ＳＲが私の愛車で、
とても嬉しかったです。
貴重な３ｄｏｏｒの１２ＳＲなので、是非、今回も参加したいです。

宮城県  テツ１２SR マーチ 12SR
宮城より参加！！
みなさんよろしくです

東京都  ラリー マーチ 12SR 初めての参加なのでとても楽しみにしてます。

埼玉県  とちお マーチ nismo s/nismo

今年の6月まで、12SRに乗っていましたが、12SR10週年のイベントで
一目惚れしてしまい、悩み妻に内緒で購入を決めて最近納車しまし
た。2年ぶりの里帰りなので楽しみにしています。よろしくお願いしま
す。

静岡県  ひでさん マーチ nismo s/nismo

昨年のリベンジ！クロスライダーで２回目の…のつもりでしたが、何を
思ったか７月にマーチnismoSへ乗り換えてしまいました。12SR以来、
久々のマーチ枠での参加となります。懐かしい方もいつもの方もお初
の方も、どうぞよろしくお願いいたします。

神奈川県  みっく～ マーチ 12SR
去年はステージア260RSでエントリーしましたが悪天候により中止
で・・・
今年はマーチで参加させていただきます！

神奈川県  14ROCKET マーチ nismo s/nismo
AOG里帰りミーティング初めての申し込みに成ります。何卒宜しくお願
い致します。

群馬県  亀兎 マーチ 12SR
復活した１２ＳＲで参加します！皆様にお逢い出来るのが楽しみです
♪

東京都  昭和の走り屋 マーチ nismo s/nismo 初参加なのでよろしくお願いします。

埼玉県  やっくん＠音楽寅さん マーチ 12SR
ボロボロトラブルが出てきて存続が危ぶまれますが今年も参加します
のでよろしくお願いします

埼玉県  トレボー マーチ nismo s/nismo

☆初の、ニスモマーチ購入してオーテック里帰りミーティングへ初参加
したくて応募しました☆
もちろんオーテック大好きです☆
スーパーGTも良く見に行きます☆
宜しくお願いします。

神奈川県  マツ マーチ 12SR 久々に参加します。お手柔らかにお願い致します

埼玉県  AK12SR マーチ 12SR
昨年の分まで楽しみますよ!!
天候に恵まれますように
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神奈川県  nissanrally マーチ Tango

ご年配の前オーナーから譲っていただき、そのまま普通に乗ってるだ
けでしたので、今回がイベント初参加になります。
会場で一番ボロいかもしれませんが、よろしくお願いします。
タンゴ以外に日産車を３台持っている日産大好き人間です。

千葉県  ぷ～やん♪ マーチ 12SR

去年は中止で残念でしたが、今年は晴れる事を祈って参加希望しま
す。よろしくお願いします。(大人の参加人数は１人でお願いします。１
人と打ち込んでも確認覧で１０人と表示されてしまうのでこの場で訂正
します。よろしくおねがいします。)

群馬県  ヒロム マーチ 12SR
初めての参加なので、いろいろな人との交流、意見交換できたらいい
なと思います。

静岡県  ガレージN2 マーチ 12SR 今年はよろしくお願いします。

静岡県  barnard マーチ 12SR
AOGメンバーの皆さま、大変ご無沙汰致しております…w
皆さまにお会いできることを楽しみにしておりますwww
よろしくお願いします！

愛知県  k12to マーチ 12SR
一昨年以来、久しぶりに里帰りミーティングに参加できればと思いま
す。宜しく御願い致します。

東京都  red_rose マーチ Bolero
去年は中止になってしまったので…
同じ車種のオーナーさんや皆さんと楽しめたらと思ってます☆

千葉県  たれぱん マーチ 12SR
今回も楽しく、のんびりと過ごしたいと思います。
たいしてみどころはない車両かもしれませんがよろしくお願いします！

埼玉県  ブルーSR マーチ 12SR
はじめまして、パシフィックブルーの12SRに乗っているブルーSRと申し
ます。よろしくお願いいたします。

東京都  k12sr マーチ 12SR nismoでエンジンオーバーホールしました。

埼玉県  annie330 マーチ 12SR 今年は天気に恵まれることを願っています！

兵庫県  藤丼 マーチ nismo s/nismo 楽しみにしています

神奈川県  totoroパパ マーチ 12SR 今年も楽しみにしています。よろしくお願い致します。

東京都  Takayuki@12SR マーチ 12SR
ここ数年、仕事が入り参加を見送りましたが、今年は大丈夫。１２ＳＲ
は乗れば乗るほど楽しいクルマですね。オーテックのクルマは魅力的
ですからオーナーの皆様にお会いできるのを楽しみにしております。

千葉県  スーさん マーチ nismo s/nismo 初めての参加となります。よろしくお願いいたします。

神奈川県  toshi40 マーチ nismo s/nismo 新参者ですがお願いいたします。(^O^)

東京都  シゲ爺 マーチ 12SR 楽しいイベントでまた皆様とお会いできる事楽しみにしております。
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埼玉県  たんご マーチ Bolero
今年も参加させて頂いて一昨年の約束を守りたいです。
よろしくお願いします。

長野県  にっしー マーチ 12SR 今年は台風に負けないぞ！！よろしくお願いします！

千葉県  SORAMI マーチ 15SR-A
久しぶりの参加です！息子の運動会が順延にならないことを願うば
かりです。
どうぞよろしくお願い致します！！

長野県  12SR　G マーチ 12SR 年に一回のイベントで楽しみにしています。よろしくお願いします。

神奈川県  ロクマル マーチ 12SR

東京都  おさむチャン マーチ 12SR
初めて参加します!!
よろしくお願いします(￣∇￣*)ゞ

埼玉県  ぷれこ マーチ 12SR
初めての参加です。
よろしくお願いします♪m(__)m

埼玉県  まーち大使 マーチ 12SR
はじめて参加します、よろしくお願いします。
昨年のマーチ１０周年際イベント、里帰りイベントに参加できなかった
分、楽しみたいです。　今から楽しみです。

神奈川県  マーチサポ マーチ 12SR
去年、残念ながら中止になってしまい参加できなかった分、
オーテックファミリーのみなさんと楽しみたいと思います！

埼玉県  たっつん マーチ nismo s/nismo はじめましての参加になります。よろしくお願いします。

千葉県  Kiyo マーチ nismo s/nismo

以前の車もマーチ12SRでしたが、イベントの存在も知りませんでし
た。
今回からバンバン参加していきたいと思いますので、よろしくお願い致
します。

神奈川県  ニャック・スミ蔵 ムラーノ Mode-Rosso
念願のオーテック仕様のオーナーになれたので、是非とも参加したい
です。

神奈川県  巨砲サワーひとつ ラフェスタ Rider
昨年はじめて当選しましたが台風で中止になり参加できませんでし
た。
今年こそ参加できることを期待しています

神奈川県  しろいくるま ラフェスタ Rider
昨年初めてエントリーしましたが、中止になってしまったので、今年は
あらためて初参加出来る様によろしくお願いします。

大阪府  ミチビツ ラフェスタ Rider
去年は台風の影響で中止になった分、楽しみたいと思います。
マイフレさんにお会いできるのを楽しみにしています。
一昨年に負けず晴天を期待しています。

愛知県  masa ラフェスタ Rider
昨年は台風の中止で本当に残念でしたが　今年はリベンジで初参加
ですが楽しみにしております。晴天に恵まれる事を祈るばかりです
ね、、。

静岡県  ユウキ リーフ Aero Style 電欠させないようにして（笑）皆様に会いにいきます！
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神奈川県  キン太 レパード Autech Limited TypeL
ワンオーナーで１８年間乗り続けます。３年後には息子が運転できる
ようになりますので、親子２代での乗り続けるつもりです。。。


