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ｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴ１５００１５００１５００１５００　　　　出走台数出走台数出走台数出走台数１８１８１８１８台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象６６６６位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

1 杉浦 真弓杉浦 真弓杉浦 真弓杉浦 真弓 スイフトスポーツ 17 TA-HT81A ALEXALEXALEXALEXスフィアスフィアスフィアスフィア☆☆☆☆スイフト2スイフト2スイフト2スイフト2号号号号

2 山口 博幸山口 博幸山口 博幸山口 博幸 デミオ DE5FS アルパインアルパインアルパインアルパイン六輪舎六輪舎六輪舎六輪舎デミオデミオデミオデミオ

3 篠原 雄生篠原 雄生篠原 雄生篠原 雄生 スイフトスポーツ ZC31S 東方東方東方東方スイスポ@ブランクスイスポ@ブランクスイスポ@ブランクスイスポ@ブランク有有有有りりりりwwww

4 磯野 昌浩磯野 昌浩磯野 昌浩磯野 昌浩 スイフトスポーツ ZC32S ＢＳＢＳＢＳＢＳ須佐須佐須佐須佐ＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴスイフトスイフトスイフトスイフトＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣ

5 関 正志関 正志関 正志関 正志 デミオスポルト DBA-DE5FS ALEXALEXALEXALEXスフィアデミオスフィアデミオスフィアデミオスフィアデミオ

6 平林 美枝平林 美枝平林 美枝平林 美枝 デミオ DBA-DE5FS ノアノアノアノアＤＬＤＬＤＬＤＬ☆☆☆☆ヌイメンデミオヌイメンデミオヌイメンデミオヌイメンデミオ

7 北林 義隆北林 義隆北林 義隆北林 義隆 スイフトスポーツ ZC31S アルパインスイフトアルパインスイフトアルパインスイフトアルパインスイフト＠ＴＹＨＤＫ＠ＴＹＨＤＫ＠ＴＹＨＤＫ＠ＴＹＨＤＫ

8 大橋 政哉大橋 政哉大橋 政哉大橋 政哉 スイフトスポーツ ZC32S ＡＤＶＡＮＩＴＯＡＤＶＡＮＩＴＯＡＤＶＡＮＩＴＯＡＤＶＡＮＩＴＯ☆☆☆☆ＳＴＳＴＳＴＳＴスイフトスイフトスイフトスイフト

9 西上 伸二西上 伸二西上 伸二西上 伸二 デミオ DE5FS 今回今回今回今回もももも反省会行反省会行反省会行反省会行きききき決定決定決定決定？？？？デミオデミオデミオデミオ

10 石丸 秀行石丸 秀行石丸 秀行石丸 秀行 デミオ DBA-DE5FS DjacOMSDjacOMSDjacOMSDjacOMSデミオデミオデミオデミオ

11 白井 誠一白井 誠一白井 誠一白井 誠一 スイフトスポーツ ZC32S RSoyaji&#40050;RSoyaji&#40050;RSoyaji&#40050;RSoyaji&#40050;スイフトスイフトスイフトスイフト

12 石井 康夫石井 康夫石井 康夫石井 康夫 スイフトスポーツ ZC32S ＤＬＤＬＤＬＤＬタクマインタクマインタクマインタクマインＳＴＳＴＳＴＳＴスイフトスイフトスイフトスイフト

13 岡田 祐介岡田 祐介岡田 祐介岡田 祐介 スイフトスポーツ ZC32S NEXTnutecYHNEXTnutecYHNEXTnutecYHNEXTnutecYHスイフトスイフトスイフトスイフト

14 渋谷 英二渋谷 英二渋谷 英二渋谷 英二 トヨタ ヴィッツ DBA-NCP131 ＩＣＣＩＣＣＩＣＣＩＣＣ坂本自工坂本自工坂本自工坂本自工ＶＩＴＺＶＩＴＺＶＩＴＺＶＩＴＺ

15 佐々木 亮司佐々木 亮司佐々木 亮司佐々木 亮司 デミオ DE5FS ＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴミスティアミスティアミスティアミスティア日発日発日発日発デミオデミオデミオデミオ

16 深沢 希深沢 希深沢 希深沢 希 ミラージュ CJ2A ヌイメンヌイメンヌイメンヌイメン☆TEIN☆TEIN☆TEIN☆TEINミラージュミラージュミラージュミラージュXXXX

17 杉浦 誠杉浦 誠杉浦 誠杉浦 誠 スイフトスポーツ 1 HT81S ＡＬＥＸＡＬＥＸＡＬＥＸＡＬＥＸスフィアスフィアスフィアスフィア☆☆☆☆スイフトスイフトスイフトスイフト１１１１号号号号

18 いながわひろゆきいながわひろゆきいながわひろゆきいながわひろゆき スイフトスポーツ CBA-ZC32S 天竜天竜天竜天竜ＢＳＷｍＳＯＢＳＷｍＳＯＢＳＷｍＳＯＢＳＷｍＳＯスイフトスイフトスイフトスイフトＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣ

ｃｌａｓｓ：ＰＮｃｌａｓｓ：ＰＮｃｌａｓｓ：ＰＮｃｌａｓｓ：ＰＮ２２２２　　　　出走台数出走台数出走台数出走台数９９９９台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象５５５５位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

19 鷹巣 義幸鷹巣 義幸鷹巣 義幸鷹巣 義幸 シビックタイプR 38 FD2 今年今年今年今年もももも精一杯精一杯精一杯精一杯YHYHYHYH温温温温めまシビックめまシビックめまシビックめまシビック

20 寺田 正午寺田 正午寺田 正午寺田 正午 シビックタイプR 39 ABA-FD2 DjacDjacDjacDjacシビックシビックシビックシビック

21 石田 理石田 理石田 理石田 理 シビックタイプR 40 FD2 ＮＥＸＴｎｕｔｅｃＮＥＸＴｎｕｔｅｃＮＥＸＴｎｕｔｅｃＮＥＸＴｎｕｔｅｃシビックシビックシビックシビックＹＨＹＨＹＨＹＨ

22 保科 宏幸保科 宏幸保科 宏幸保科 宏幸 シビックタイプR FD2 なんとかなるさなんとかなるさなんとかなるさなんとかなるさ！！！！シビックシビックシビックシビック

23 山口 拓郎山口 拓郎山口 拓郎山口 拓郎 シビックタイプR FD2 STDLSTDLSTDLSTDL六輪舎六輪舎六輪舎六輪舎シビックナリタシビックナリタシビックナリタシビックナリタ塾塾塾塾

24 千葉 順一千葉 順一千葉 順一千葉 順一 シビックタイプR FD2 あんまりいじめないでねシビックあんまりいじめないでねシビックあんまりいじめないでねシビックあんまりいじめないでねシビック

38 片山 志濃片山 志濃片山 志濃片山 志濃 シビックタイプR 19 FD2 準備準備準備準備がががが出来出来出来出来たらたらたらたら走走走走るだけシビックるだけシビックるだけシビックるだけシビック

39 もあもあもあもあ シビックタイプR 20 FD2 ＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴ・・・・ＱＤＱＤＱＤＱＤ・・・・ＲＡＣＲＡＣＲＡＣＲＡＣシビックシビックシビックシビック

40 梅澤 高志梅澤 高志梅澤 高志梅澤 高志 シビックタイプR 21 FD2 ＮＥＸＴｎｕｔｅｃＮＥＸＴｎｕｔｅｃＮＥＸＴｎｕｔｅｃＮＥＸＴｎｕｔｅｃシビックシビックシビックシビックＹＨＹＨＹＨＹＨ

ｃｌａｓｓ：ＰＮｃｌａｓｓ：ＰＮｃｌａｓｓ：ＰＮｃｌａｓｓ：ＰＮ３３３３　　　　出走台数出走台数出走台数出走台数１３１３１３１３台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象６６６６位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

25 加納 克典加納 克典加納 克典加納 克典 ＢＲＺ 36 DBA-ZC6 中林自動車中林自動車中林自動車中林自動車BRZBRZBRZBRZ

26 西野 洋平西野 洋平西野 洋平西野 洋平 86 37 DBA-ZN6 BS☆ALEX☆DPN86BS☆ALEX☆DPN86BS☆ALEX☆DPN86BS☆ALEX☆DPN86

27 石川 雅之石川 雅之石川 雅之石川 雅之 86 DBA-ZN6 ＯｅｒｌｋｏｎＦＴＯｅｒｌｋｏｎＦＴＯｅｒｌｋｏｎＦＴＯｅｒｌｋｏｎＦＴ−−−−８６８６８６８６

28 小池 規夫小池 規夫小池 規夫小池 規夫 ＢＲＺ DBA-ZC6 RIGID☆STP☆BRZRIGID☆STP☆BRZRIGID☆STP☆BRZRIGID☆STP☆BRZ

29 林 遼林 遼林 遼林 遼 ＢＲＺ DBA-ZC6 フジミガレージフジミガレージフジミガレージフジミガレージ　　　　PCRPCRPCRPCR　　　　BRZBRZBRZBRZ

30 森田 昌芳森田 昌芳森田 昌芳森田 昌芳 ＢＲＺ DBA-ZC6 TMG☆TMG☆TMG☆TMG☆ＢＲＺＢＲＺＢＲＺＢＲＺ

31 関 雅幸関 雅幸関 雅幸関 雅幸 ＢＲＺ DBA-ZC6 ガムガムガムガムＲＲＲＲ☆☆☆☆オークスオークスオークスオークス☆☆☆☆ＢＲＺＢＲＺＢＲＺＢＲＺ職人職人職人職人

32 田村 英樹田村 英樹田村 英樹田村 英樹 ＢＲＺ DBA-ZC6 ＫＳＣＫＳＣＫＳＣＫＳＣ熊谷熊谷熊谷熊谷テスタースバルテスタースバルテスタースバルテスタースバルＢＲＺＢＲＺＢＲＺＢＲＺ

33 鈴木 彰鈴木 彰鈴木 彰鈴木 彰 ＢＲＺ DBA-ZC6 ＳＴＰＳＴＰＳＴＰＳＴＰααααリジットアドバンリジットアドバンリジットアドバンリジットアドバンＢＲＺＢＲＺＢＲＺＢＲＺ

34 舟橋 悟舟橋 悟舟橋 悟舟橋 悟 ＢＲＺ DBA-ZC6 ＧＹＧＹＧＹＧＹμμμμＥＸＭＥＸＭＥＸＭＥＸＭアラゴスバルアラゴスバルアラゴスバルアラゴスバルＢＲＺＢＲＺＢＲＺＢＲＺ

35 東方 紀美恵東方 紀美恵東方 紀美恵東方 紀美恵 ＢＲＺ DBA-ZC6 STPSTPSTPSTPリジットリジットリジットリジットBRZBRZBRZBRZ

36 中林 俊弥中林 俊弥中林 俊弥中林 俊弥 ＢＲＺ 25 DBA-ZC6 ＲＩＧＩＤＲＩＧＩＤＲＩＧＩＤＲＩＧＩＤ中林自動車中林自動車中林自動車中林自動車ＢＲＺＢＲＺＢＲＺＢＲＺ

37 岡本 明大岡本 明大岡本 明大岡本 明大 86 26 zf1 BS ALEX DPN86BS ALEX DPN86BS ALEX DPN86BS ALEX DPN86２２２２号車号車号車号車

ｃｌａｓｓ：ＪＯＹ　ｃｌａｓｓ：ＪＯＹ　ｃｌａｓｓ：ＪＯＹ　ｃｌａｓｓ：ＪＯＹ　出走台数出走台数出走台数出走台数２２２２台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象１１１１位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

41 勝野 佑紀勝野 佑紀勝野 佑紀勝野 佑紀 スカイライン 46 ER34 借物借物借物借物でもマジでもマジでもマジでもマジ走走走走りスカイラインりスカイラインりスカイラインりスカイライン

46 井上 敬井上 敬井上 敬井上 敬 スカイライン 41 ER34 イベントイベントイベントイベント初参加初参加初参加初参加スカイラインスカイラインスカイラインスカイライン

ｃｌａｓｓ：ＳＣＤ　ｃｌａｓｓ：ＳＣＤ　ｃｌａｓｓ：ＳＣＤ　ｃｌａｓｓ：ＳＣＤ　出走台数出走台数出走台数出走台数４４４４台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象２２２２位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

42 大橋 政人大橋 政人大橋 政人大橋 政人 隼 FH-MS13 ＡＤＶＡＮＡＤＶＡＮＡＤＶＡＮＡＤＶＡＮ和光和光和光和光ＩＴＯＩＴＯＩＴＯＩＴＯテックテックテックテックＳＳＳＳ隼隼隼隼

43 西村 修一西村 修一西村 修一西村 修一 隼 FH20 ＤＬＤＬＤＬＤＬ☆☆☆☆ＴＥＣＨＴＥＣＨＴＥＣＨＴＥＣＨ☆☆☆☆ＳＭＣＳＭＣＳＭＣＳＭＣ☆☆☆☆ＦＳＦＳＦＳＦＳ隼隼隼隼

44 安田 克也安田 克也安田 克也安田 克也 ＲＳ SK90 ＡＤＶＡＮＡＤＶＡＮＡＤＶＡＮＡＤＶＡＮワコーズワコーズワコーズワコーズ☆☆☆☆テックテックテックテックＲＳＲＳＲＳＲＳ

45 高橋 和浩高橋 和浩高橋 和浩高橋 和浩 ランサーエボ８ gh-ct9a ＤＬＣＢＤＬＣＢＤＬＣＢＤＬＣＢ保険保険保険保険スタッフランサースタッフランサースタッフランサースタッフランサー

エントリー名、Wエントリーその他の誤りがありましたらご連絡下さい。
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ｃｌａｓｓ：Ｓｃｌａｓｓ：Ｓｃｌａｓｓ：Ｓｃｌａｓｓ：Ｓ２２２２　　　　出走台数出走台数出走台数出走台数１１１１１１１１台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象６６６６位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

47 竹内 賢一竹内 賢一竹内 賢一竹内 賢一 CR-X 57 EF8 借借借借りりりり物物物物CR-XCR-XCR-XCR-X

48 今井 誠今井 誠今井 誠今井 誠 RX-7 RS GF-FD3S M&K RX-7 RSM&K RX-7 RSM&K RX-7 RSM&K RX-7 RS

49 大竹 昭久大竹 昭久大竹 昭久大竹 昭久 RX-7 FD3S ヌイメンヌイメンヌイメンヌイメンＡＬＥＸＡＬＥＸＡＬＥＸＡＬＥＸワイズワイズワイズワイズＲＸＲＸＲＸＲＸ−−−−７７７７

50 清水 禎大清水 禎大清水 禎大清水 禎大 シルビア GF-S15 オフィスオフィスオフィスオフィス赤城赤城赤城赤城CURTCURTCURTCURTシルビアシルビアシルビアシルビア

51 小林 尚登小林 尚登小林 尚登小林 尚登 シティ GA2 ワコーズワコーズワコーズワコーズ植村植村植村植村シティシティシティシティ

52 入江 潤入江 潤入江 潤入江 潤 シビックタイプR E-EK9 ワコーズワコーズワコーズワコーズ植村植村植村植村シビックシビックシビックシビック

53 服部 諒一服部 諒一服部 諒一服部 諒一 CR-X EF8 AZURAZURAZURAZUR　　　　REBTECH CRXREBTECH CRXREBTECH CRXREBTECH CRX

54 渡辺 慎一郎渡辺 慎一郎渡辺 慎一郎渡辺 慎一郎 インテグラタイプR E-DC2 ルイルイルイルイ☆☆☆☆峡東峡東峡東峡東BS☆BS☆BS☆BS☆インテグラインテグラインテグラインテグラ熊王熊王熊王熊王

55 久保田 尊治久保田 尊治久保田 尊治久保田 尊治 インテグラタイプR E-DC2 沖縄沖縄沖縄沖縄エキサイティングインテグラエキサイティングインテグラエキサイティングインテグラエキサイティングインテグラ

56 橋本 克紀橋本 克紀橋本 克紀橋本 克紀 シビックタイプR GF-EK9 縫面縫面縫面縫面ＢＳＢＳＢＳＢＳメカメカメカメカ☆☆☆☆桐生鈑金桐生鈑金桐生鈑金桐生鈑金シビックシビックシビックシビック

57 野原博司野原博司野原博司野原博司 CR-X 47 E-EF8 BSBSBSBS和光植村和光植村和光植村和光植村ローリングローリングローリングローリングCR-XCR-XCR-XCR-X

ｃｌａｓｓ：ＮＴＦ　ｃｌａｓｓ：ＮＴＦ　ｃｌａｓｓ：ＮＴＦ　ｃｌａｓｓ：ＮＴＦ　出走台数出走台数出走台数出走台数４０４０４０４０台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象６６６６位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

58 土佐 和哉土佐 和哉土佐 和哉土佐 和哉 インテグラタイプR 81 DC2 家族家族家族家族ははははTDLTDLTDLTDLにににに捨捨捨捨てたインテグラてたインテグラてたインテグラてたインテグラ

59 片倉 広行片倉 広行片倉 広行片倉 広行 スターレット 82 EP82 ペガサスペガサスペガサスペガサス布施屋布施屋布施屋布施屋スターレットスターレットスターレットスターレットPPPPFFFF復活復活復活復活！！！！

60 喜瀬 慎喜瀬 慎喜瀬 慎喜瀬 慎 ミラージュ 83 CJ4A 琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学自動車自動車自動車自動車部部部部☆☆☆☆ミラージュミラージュミラージュミラージュ

61 蛯原 輝彦蛯原 輝彦蛯原 輝彦蛯原 輝彦 コルトバージョンR Z27AG OAKSOAKSOAKSOAKSほぼほぼほぼほぼノーマルノーマルノーマルノーマル予予予予定定定定コルトコルトコルトコルト

62 安部 太樹安部 太樹安部 太樹安部 太樹 インテグラタイプR DC2 駒澤大学駒澤大学駒澤大学駒澤大学☆☆☆☆賢賢賢賢いいいい可愛可愛可愛可愛いインテグラいインテグラいインテグラいインテグラ

63 岡田 俊樹岡田 俊樹岡田 俊樹岡田 俊樹 トルネオ GF-CF4 T-BOXT-BOXT-BOXT-BOXデイデイデイデイヤヤヤヤトルトルトルトルネネネネオオオオ

64 下平 貫司下平 貫司下平 貫司下平 貫司 カローラレビン AE111 打倒打倒打倒打倒ＶＴＥＣＶＴＥＣＶＴＥＣＶＴＥＣレビンレビンレビンレビン

65 蛭田 翔平蛭田 翔平蛭田 翔平蛭田 翔平 CR-X EF8 バキデフバキデフバキデフバキデフ街乗街乗街乗街乗りりりり終了終了終了終了CR-XCR-XCR-XCR-X

66 内貴 太一内貴 太一内貴 太一内貴 太一 インテグラタイプR DC2 駒駒駒駒車車車車部部部部NIKENIKENIKENIKEインテグラインテグラインテグラインテグラ

67 森光 史郎森光 史郎森光 史郎森光 史郎 ミラージュ CJ4A ＴＥＣＨＴＥＣＨＴＥＣＨＴＥＣＨ☆☆☆☆ＣＭＳＣＣＭＳＣＣＭＳＣＣＭＳＣ☆☆☆☆ミラージュミラージュミラージュミラージュ

68 井山裕貴井山裕貴井山裕貴井山裕貴 インテグラタイプR E-DC2 マンタロマンタロマンタロマンタロウウウウパラパラパラパラダダダダイスインテグライスインテグライスインテグライスインテグラ

69 塚本 長臣塚本 長臣塚本 長臣塚本 長臣 インテグラタイプR DC2

70 吉田 智宏吉田 智宏吉田 智宏吉田 智宏 インテグラタイプR DC2 サンキューインテグラサンキューインテグラサンキューインテグラサンキューインテグラ

71 岡田 栄治岡田 栄治岡田 栄治岡田 栄治 ミラージュ ＣＪ4Ａ インテインテインテインテ食食食食べちゃっべちゃっべちゃっべちゃったたたたぞぞぞぞ！！！！ミラージュミラージュミラージュミラージュ

72 大川 正孝大川 正孝大川 正孝大川 正孝 ミラージュ E-CJ4A 底辺底辺底辺底辺ミラージュミラージュミラージュミラージュＨＢＨＢＨＢＨＢ

73 下田 守下田 守下田 守下田 守 CR-X EF8 RENDIRRENDIRRENDIRRENDIR牛貯牛貯牛貯牛貯CR-XCR-XCR-XCR-Xハハハハママママ3333

74 市川 良平市川 良平市川 良平市川 良平 インテグラタイプR DC2 ＫＫＫＫ大大大大車車車車部瓦部瓦部瓦部瓦屋屋屋屋インテグラインテグラインテグラインテグラ

75 勇内山 徹勇内山 徹勇内山 徹勇内山 徹 インテグラタイプR DC2 FFFFAAAAprprprprooooμμμμインテグラインテグラインテグラインテグラ

76 藤澤 雅敏藤澤 雅敏藤澤 雅敏藤澤 雅敏 インテグラタイプR DC2 ＯＡＫＳＯＡＫＳＯＡＫＳＯＡＫＳ☆☆☆☆インテグラインテグラインテグラインテグラ

77 桐生 剛久桐生 剛久桐生 剛久桐生 剛久 ＣＲ-Ｘ EF8 ヌイメンヌイメンヌイメンヌイメン☆☆☆☆桐生桐生桐生桐生板板板板金金金金☆☆☆☆ＣＲ-ＸＣＲ-ＸＣＲ-ＸＣＲ-Ｘ

78 坂本 恒治坂本 恒治坂本 恒治坂本 恒治 インテグラタイプR DC2 ＭＫＳＭＫＳＭＫＳＭＫＳインテグラインテグラインテグラインテグラ

79 山村 哲也山村 哲也山村 哲也山村 哲也 シビックタイプR E-EK9改 モモモモンスターンスターンスターンスターＱＤＱＤＱＤＱＤフフフフォォォォースシビックースシビックースシビックースシビック

80 尾林 憲一尾林 憲一尾林 憲一尾林 憲一 シビックタイプR EK9 車車車車楽祭楽祭楽祭楽祭あんあんあんあんここここシビックシビックシビックシビック

81 川島 一朗川島 一朗川島 一朗川島 一朗 インテグラタイプR 58 DC2 クラックラックラックラッチチチチ切切切切りりりりそうそうそうそうなインテグラなインテグラなインテグラなインテグラ

82 石川 秀之石川 秀之石川 秀之石川 秀之 スターレット 59 E-EP82 ペガサスペガサスペガサスペガサス松戸松戸松戸松戸布施屋布施屋布施屋布施屋スターレットスターレットスターレットスターレット

83 金城 敬太金城 敬太金城 敬太金城 敬太 ミラージュ 60 CJ4A 琉球大学琉球大学琉球大学琉球大学自動車自動車自動車自動車部部部部ミラージュミラージュミラージュミラージュ

84 廣瀬 実廣瀬 実廣瀬 実廣瀬 実 シビックタイプR GF-EK9 MMMMssssネネネネットガレージシビックットガレージシビックットガレージシビックットガレージシビック車屋車屋車屋車屋

85 まきにゃんまきにゃんまきにゃんまきにゃん インテグラタイプR E-DC2 ねねねねここここにににに小判小判小判小判≒≒≒≒ににににゃゃゃゃんにインテグラんにインテグラんにインテグラんにインテグラ

86 冨田 悟冨田 悟冨田 悟冨田 悟 インテグラタイプR E-DC2 サンテックサンテックサンテックサンテック☆☆☆☆復活萌豚復活萌豚復活萌豚復活萌豚インテグラインテグラインテグラインテグラ

87 加藤 秀樹加藤 秀樹加藤 秀樹加藤 秀樹 インテグラタイプR E-DC2 ぽぽぽぽんんんんこつこつこつこつエグエグエグエグ熊六熊六熊六熊六インテグラインテグラインテグラインテグラ

88 鈴木 慎吾鈴木 慎吾鈴木 慎吾鈴木 慎吾 インテグラタイプR DC2 T2T2T2T2忘忘忘忘年会年会年会年会ぶっちしぶっちしぶっちしぶっちしてインテグラてインテグラてインテグラてインテグラ

89 柿島 出柿島 出柿島 出柿島 出 インテグラタイプR E-DC2 ALEXALEXALEXALEXフジミフジミフジミフジミTYTYTYTYインテグラインテグラインテグラインテグラ

90 幅 信太郎幅 信太郎幅 信太郎幅 信太郎 インテグラタイプR DC2 ややややささささしくししくししくししくしてねてねてねてね持田持田持田持田自自自自インテグラインテグラインテグラインテグラ

91 坂本 賢一郎坂本 賢一郎坂本 賢一郎坂本 賢一郎 シビックタイプR EK9 坂本自工坂本自工坂本自工坂本自工・レイル・シビック・レイル・シビック・レイル・シビック・レイル・シビック

92 前田 忍前田 忍前田 忍前田 忍 インテグラタイプR E-DC2 BSPMNewBSPMNewBSPMNewBSPMNewssssT2T2T2T2インテグラインテグラインテグラインテグラ

93 島貫 輝島貫 輝島貫 輝島貫 輝 インテグラタイプR E-DC2 今年今年今年今年もももも１１１１年年年年おおおお疲疲疲疲れれれれさまインテグラさまインテグラさまインテグラさまインテグラ

94 向吉 智樹向吉 智樹向吉 智樹向吉 智樹 インテグラタイプR GF-DC2 今年今年今年今年ははははダダダダメでメでメでメでししししたインテグラたインテグラたインテグラたインテグラ

95 柳橋 哲柳橋 哲柳橋 哲柳橋 哲 インテグラタイプR E-DC2 エクエクエクエクゼゼゼゼ&#8226; アルパインテグラ&#8226; アルパインテグラ&#8226; アルパインテグラ&#8226; アルパインテグラ

96 澤平 直樹澤平 直樹澤平 直樹澤平 直樹 インテグラタイプR Ｅ−ＤＣ２ 甘甘甘甘いオトコいオトコいオトコいオトコＤＬＤＬＤＬＤＬインテグラインテグラインテグラインテグラ

97 清水 翔太清水 翔太清水 翔太清水 翔太 インテグラタイプR DC2 DLDLDLDLエグエグエグエグゼゼゼゼ走走走走りりりり疲疲疲疲れれれれ？？？？インテグラインテグラインテグラインテグラ

エントリー名、Wエントリーその他の誤りがありましたらご連絡下さい。
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氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

98 阪本 芳司阪本 芳司阪本 芳司阪本 芳司 ロードスター CBA-NCEC エリアスポーエリアスポーエリアスポーエリアスポーツツツツロードスターロードスターロードスターロードスターNCNCNCNC

99 蔵増 將智蔵増 將智蔵増 將智蔵増 將智 ＭＲ２ 116 SW20 ススススピピピピリッリッリッリッツツツツ☆☆☆☆ダダダダンパンパンパンパS☆MR2S☆MR2S☆MR2S☆MR2まままま

100 小俣 洋平小俣 洋平小俣 洋平小俣 洋平 ＭＲ２ SW20 アイラブミッドシッアイラブミッドシッアイラブミッドシッアイラブミッドシッププププMRMRMRMR２２２２

101 栗山 遼太栗山 遼太栗山 遼太栗山 遼太 ＭＲ２ SW20 アルパインアルパインアルパインアルパインううううななななぎぎぎぎMR2MR2MR2MR2

102 大江 美由希大江 美由希大江 美由希大江 美由希 ＭＲ２ 119 SW20 めめめめろろろろんんんんぱぱぱぱんなラストランんなラストランんなラストランんなラストラン縫縫縫縫ＭＲ2ＭＲ2ＭＲ2ＭＲ2

103 坂本 祐之坂本 祐之坂本 祐之坂本 祐之 ＭＲ２ SW20 デカもとデカもとデカもとデカもとＭＲＭＲＭＲＭＲ２２２２

104 長屋 秀彦長屋 秀彦長屋 秀彦長屋 秀彦 Ｓ２０００ 121 GH-AP1 ICCSICCSICCSICCS腹白腹白腹白腹白S2000S2000S2000S2000まだまだまだまだ借物借物借物借物

105 馬場 靖典馬場 靖典馬場 靖典馬場 靖典 ロードスター NCEC 人人人人馬馬馬馬一一一一体体体体PN2PN2PN2PN2仕様仕様仕様仕様ロードスターロードスターロードスターロードスター

106 福原健太福原健太福原健太福原健太 シルビア s15 ノーメンテシルビアノーメンテシルビアノーメンテシルビアノーメンテシルビア

107 池田 茂樹池田 茂樹池田 茂樹池田 茂樹 ＭＲ２ SW20 BoBoBoBosssscccchhhhかもめかもめかもめかもめMR2MR2MR2MR2

108 斎藤 重伸斎藤 重伸斎藤 重伸斎藤 重伸 RX-7 FD3S 舞闘舞闘舞闘舞闘家家家家ＲＸＲＸＲＸＲＸ－－－－７７７７

109 仁平 義人仁平 義人仁平 義人仁平 義人 シルビア S15 シルビアシルビアシルビアシルビア　　　　スマートテックスマートテックスマートテックスマートテックVVVVeeeerrrr

110 樋口 雅人樋口 雅人樋口 雅人樋口 雅人 Ｓ２０００ GH-AP1 BOSCH S2000BOSCH S2000BOSCH S2000BOSCH S2000

111 青木 弘光青木 弘光青木 弘光青木 弘光 フェアレディＺ Z34 六輪舎六輪舎六輪舎六輪舎・フ・フ・フ・フェェェェアレディアレディアレディアレディＺＺＺＺ

112 坂本 智一坂本 智一坂本 智一坂本 智一 ＭＲ２ SW20 ガレージガレージガレージガレージ青空青空青空青空☆☆☆☆頭痛腹痛頭痛腹痛頭痛腹痛頭痛腹痛MR2MR2MR2MR2

113 君嶋 進君嶋 進君嶋 進君嶋 進 シルビア GF-S15 土浦苺土浦苺土浦苺土浦苺シルビアシルビアシルビアシルビア

114 中川 裕之中川 裕之中川 裕之中川 裕之 ＭＲ２ SW20 ペガサスペガサスペガサスペガサス松戸松戸松戸松戸布施屋布施屋布施屋布施屋ＭＲＭＲＭＲＭＲ２２２２

115 安田 慎安田 慎安田 慎安田 慎 ＭＲ２ SW20 車車車車楽祭楽祭楽祭楽祭DLDLDLDLμμμμ牛貯牛貯牛貯牛貯ロドクラロドクラロドクラロドクラMR2MR2MR2MR2

116 蔵増 蔵増 蔵増 蔵増 ひろこひろこひろこひろこ ＭＲ２ 99 SW20 ススススピピピピリッリッリッリッツツツツ☆☆☆☆ダダダダンパンパンパンパS☆MR2S☆MR2S☆MR2S☆MR2ぴぴぴぴ

117 大越 久生大越 久生大越 久生大越 久生 ＭＲ２ E-SW20 ＤＬＤＬＤＬＤＬマンデーパイロンズマンデーパイロンズマンデーパイロンズマンデーパイロンズ☆☆☆☆ＭＲＭＲＭＲＭＲ２２２２

118 飛延 陽一飛延 陽一飛延 陽一飛延 陽一 ＭＲ２ E-SW20 STPSTPSTPSTPααααDLDLDLDLピピピピーーーーMR2MR2MR2MR2

119 大江 光輝大江 光輝大江 光輝大江 光輝 ＭＲ２ 102 SW20 ＡＺＡＺＡＺＡＺＵＵＵＵＲＲＲＲリジットリジットリジットリジット縫縫縫縫麺麺麺麺ＭＲＭＲＭＲＭＲ２２２２ｓｔｓｔｓｔｓｔ

120 中村 聡一中村 聡一中村 聡一中村 聡一 Ｓ２０００ AP1 EXE☆SEXE☆SEXE☆SEXE☆S1111R☆S2000R☆S2000R☆S2000R☆S2000

121 山口 晃一山口 晃一山口 晃一山口 晃一 Ｓ２０００ 104 AP1 ヌイメンヌイメンヌイメンヌイメンＳＳＳＳ２０００２０００２０００２０００ラストランラストランラストランラストランμμμμ

ｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴ－－－－ＮＮＮＮ４４４４　　　　出走台数出走台数出走台数出走台数１１１１１１１１台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象６６６６位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

122 佐藤友太佐藤友太佐藤友太佐藤友太 インプレッサ GDB インインインインププププレッサレッサレッサレッサ。。。。

123 山田 真司山田 真司山田 真司山田 真司 WRX-STI GRB 下町下町下町下町♪♪♪♪墨田墨田墨田墨田ののののWWWWRX-STIRX-STIRX-STIRX-STI

124 石塚 政志石塚 政志石塚 政志石塚 政志 ランサー GH-CT9A ASE OAKSASE OAKSASE OAKSASE OAKSランサーランサーランサーランサー

125 松田 豊松田 豊松田 豊松田 豊 ランサー CT9A ＧｒａＧｒａＧｒａＧｒａｙｙｙｙｓｓｓｓランサーランサーランサーランサー

126 石綿 幸治石綿 幸治石綿 幸治石綿 幸治 ランサー CT9A NEXTNUTECNEXTNUTECNEXTNUTECNEXTNUTECランサーランサーランサーランサー

127 高橋 一也高橋 一也高橋 一也高橋 一也 ランサー gh-ct9a ＤＬＤＬＤＬＤＬ中林中林中林中林シシシシャャャャフトフトフトフトＫＹＢＫＹＢＫＹＢＫＹＢランサーランサーランサーランサー

128 長谷川 徳雄長谷川 徳雄長谷川 徳雄長谷川 徳雄 インプレッサ CBA-GRB インインインインププププレッサレッサレッサレッサ　　　　スペックスペックスペックスペックCCCC

129 真塩 正裕真塩 正裕真塩 正裕真塩 正裕 ランサー GF-CP9A アドバンアドバンアドバンアドバンSTPSTPSTPSTPリジットランサーリジットランサーリジットランサーリジットランサー

130 相馬 直孝相馬 直孝相馬 直孝相馬 直孝 WRX GVB ＦＲＴＦＲＴＦＲＴＦＲＴブロブロブロブロケケケケＷＲＸＷＲＸＷＲＸＷＲＸブルガレブルガレブルガレブルガレＤＬＤＬＤＬＤＬ

131 中原 憲司中原 憲司中原 憲司中原 憲司 ランサー CT9A SPM☆SPM☆SPM☆SPM☆ププププロロロロμμμμ☆T2R☆T2R☆T2R☆T2Rランサーランサーランサーランサー

132 上原 利公上原 利公上原 利公上原 利公 ランサー CBA-CZ4A ADADADADVVVVANANANAN　　　　αααα　　　　STPSTPSTPSTPランサーランサーランサーランサー

ｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴｃｌａｓｓ：ＮＴ４４４４　　　　出走台数出走台数出走台数出走台数６６６６台台台台　　　　表彰対象表彰対象表彰対象表彰対象３３３３位位位位までまでまでまで

氏名氏名氏名氏名 車名 Wエントリー 型式 エントリーエントリーエントリーエントリー名名名名

133 射場 亮輔射場 亮輔射場 亮輔射場 亮輔 インプレッサ GVB 坂本自工坂本自工坂本自工坂本自工インインインインププププレッサレッサレッサレッサ

134 赤津 伸一赤津 伸一赤津 伸一赤津 伸一 ランサー GH-CT9A ＤＬＤＬＤＬＤＬ★★★★ＴＴＴＴ２２２２ランサーランサーランサーランサー

135 市川 尚彦市川 尚彦市川 尚彦市川 尚彦 ランサー CP9A TYTYTYTYワコーズワコーズワコーズワコーズ☆☆☆☆屋屋屋屋根瓦根瓦根瓦根瓦ランサーランサーランサーランサー

136 福田 裕二福田 裕二福田 裕二福田 裕二 ランサー CT9A ＤＬＤＬＤＬＤＬバルバルバルバルボボボボリンリンリンリン弁慶弁慶弁慶弁慶ＳＴＳＴＳＴＳＴランサーランサーランサーランサー

137 佐藤 林佐藤 林佐藤 林佐藤 林 インプレッサ GH-GDB STSTSTSTspmspmspmspmμμμμRACRACRACRACインインインインププププレッサレッサレッサレッサ

138 大塚 健二大塚 健二大塚 健二大塚 健二 インプレッサ GH-GDB ＤＬＤＬＤＬＤＬブルガレブルガレブルガレブルガレＦＲＴＦＲＴＦＲＴＦＲＴインインインインププププレッサレッサレッサレッサ

エントリー名、Wエントリーその他の誤りがありましたらご連絡下さい。


