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クラス 名前 エントリー名 型式 弁当
JOY 安田 豊 eboshi86 ZN6 有
JOY 高岡 勇輝 eboshiインプレッサ GC8 有
JOY 西　一美 MR2 SW20 有
JOY 木村 千尋 お買い物走りアルパインランクス NZE121 無
NT1500 石丸　秀行   Djac転びたくないスイフト   ZC32S  無
NT1500 磯野 昌浩 QD鰹iOスイフトNUTEC ZC32S 有
NT1500 いながわひろゆき ＢＳ天Ｇｄニパ子スイフトＲＡＣ CBA-ZC32S 有
NT1500 杉浦 真弓 ALEX☆来年は新型？スイフト HT81S 有
NT1500 山口 博幸  ioスーパーオーリンズFIT GK5 無
NT1500 関口雄太 STPポテンザRIGIDデミオ DBA-DE5FS 無
NT1500 山口晃一 DjacSＯ縫麺iOスイフト ZC32S 無
NT1500 山田真二 ピースパフォーマーデミオ DE5FS 無
NT1500 深沢 希 ヌイメンTEIN71Rスイフト ZC32S 無
NT1500 杉浦  誠 たぶん来年もスイフトスポーツ HT81S 有
NT1500 瀬戸 政志 茅ヶ崎スイフトiO ZC32s 有
NT1500 青山　幸弘 PI茨城PBR桃色王冠スイフト ZC32S 無
NT1500 大川正孝 白デミオ DE5FS 有
NT1500 白井誠一 純正タイヤが使えないスイフト CBA-ZC32S 無
NT1500 武田勝弘 DLスエマツダ力雅フィット GK5 有
NT4 西田 喜一 ＡＺＵＬランサーＸ CZ4A 有
NT4 河野　博道 GRBで復活555インプレッサ GRB 有
NT4 高橋 成晴 ランサー CT9A 有
NT4 佐藤 林 DL足立加平SPMμランサー GF-CP9A 無
NT4 市川尚彦 DLワコーズ☆屋根瓦ランサー cp9a 無
NT4 射場亮輔 DL坂本自工PRSWRXSTI CBA-GVB 有
NT4 松本 慎 DL  ci  TOA ランサー CT9A 無
NT4 石塚 進 YHアルファSTPランサー CZ4A 無
NT4 二木 達也 DL坂本自工PRS射場号WRX CBA-GVB 無
NTF 柿島　出   ALEX☆フジミGインテグラ   DC2  有
NTF 前田 拓実   まんじゅうクリッパー☆シビック   EG6  有
NTF 大野 浩一 サンテック☆シビック GF-EK9 有
NTF 向吉 智樹 TMG☆DLインテグラSPM GF-DC2 無
NTF 山村　哲也 モンスターＱＤシビック EK9改 有
NTF 山田　篤 NUTEC iO コルト Z27AG 有
NTF 市川良平 屋根瓦インテグラ DC2 無
NTF 寺田　正午 DjacシビックQD ABA-FD2 有
NTF 赤木亨慈 久々のFF！借り物インテグラ DC2 有
NTF 島貫 輝 走り納めだよインテグラ E-DC2 無
NTR1 岡本友二 PNKT BRZ ZC6 有
NTR1 加田　充 ロードスター（借り） NA8C 無
NTR1 山口拓郎 サンテックロードスター NA8 有
NTR1 石原さゆり S-LILY☆DLトレノ AE86 無
NTR1 仲村 春栄 沖縄の青いロードスター NA8C 有
NTR1 島袋　弘明 OEMSC借り物ロードスター NA8C 有
NTR1 木村昌樹 まさきむロードスター DBA -NCEC 有
NTR2 元吉 康弘 STP YRM Z34 Z34 無
NTR2 齋藤　重伸 舞闘家RX-7 GF-FD3S 無
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PN3 福田 裕二   バルボリンＤＬサンテックＢＲＺ   DBA-ZC6  無
PN3 ダンディ赤城 ALEX来年はチャンプ洋平８６ ZN6 無
PN3 伊波 祐 沖縄OEMSC☆レンタルBRZ ZC6 有
PN3 印南靖志 あらあらやーねえロードスター NDERC 有
PN3 岡野貴一 BRZ ZC6 無
PN3 佐藤　正樹 ICC･SリジットYH86 ZN6 有
PN3 寺尾 恭平 サンテック大阪のBRZ ZC6 有
PN3 森田　国治 PM Djac BRZ ZC6 有
PN3 神宮司和孝 マンパイアクティブYH☆BRZ ZC6 無
PN3 西野　洋平 BSALEXC栃木DP那須86 ZN6 無
PN3 青木 康治 MP北本YHアクティブ昴BRZ ZC6 無
PN3 大江光輝 BRZ ZC6 無
PN3 大塚健二 ブルーガレージBRZ（初陣） ZC6 無
PN3 大坪 伸貴 マンデーパイロンズの昴BRZ ZC6 無
PN3 中村光範 ＹＨ六輪舎BRZ ZC6 有
PN3 渡辺公 プライムムーバーBRZ ZC6 有
PN3 鈴木 武史 DLサンテックサンテックμ86 ZN6 有
S2 橋本 克紀 ヌイメカ☆BS桐生鈑金シビック EK9 無
S2 梅澤 高志 ＮＵＴＥＣｉｏｓｏＹＨシビック ABA-FD2 有
S2 片山 志濃 ＮＵＴＥＣｉｏＹＨSOシビック ABA-FD2 有
S2 石井おかずのり フジミガレージおかずRX7  GF-FD3S  無
S2 石原昌行 S-EVO☆DLトレノ AE86 無
S2 千葉順一 Ins-Rかっぱシビック EK9 無
S2 川島一朗 シビックって、2&#8467;なんだねぇ〜 FD2 無
S2 野口    弘毅 NUTECiOYHシビック3号 FD2 有
S4 新井 範正 ADVAN リジット α WRX CBA-VAB 無
S4 奥井毅 Fクラフト桜伝タル弁慶ランサー CZ4A 有
S4 奥井優介 Fクラフト桜伝タル弁慶ランサー CZ4A 有
S4 小野田　了 ランサーEvoX RS CBA-CZ4A 無
S4 石黒 義弘 R-SpecLubテックWRX GVB 無
S4 大城　剛 ＤＬ☆ＢＰＦ☆ＯＡＳランサー CZ4A 有
U29 シュン   (河田 駿) BSエボitzzNTインテグラ DC2 有
U29 井上禮佑 NTLエリアスポーツRX-8 SE3P 無
U29 遠藤 貴郁 タックインYHインテグラ DC2 無
U29 関根　研太 金大車部響け♪ロードスター E-NA8C 無
U29 吉澤 瞭介 オートランドノアシティ GA2 有
U29 佐々木彰大 Nonkys31スイフト ZC31S 有
U29 山本太郎 WUAC卒部記念インテグラ DC2 有
U29 若林隼人 前夜祭で二日酔いですBRZ BRZ 無
U29 織田　拓也 eTune★大阪のシビック EK9 無
U29 森　勇気 未定 未定 無
U29 森田真 WUACミラージュ CJ4A 有
U29 吹井 望 Fデフ足らんぞ大阪インプレッサ GDB 有
U29 早坂　怜 金沢大学自動車部小西TμCRX EF8 有
U29 大脇英海 東大自動車部かっとびインテグラ DC2 無
U29 瀧ヶ崎　直 駒澤大学留年系黄色いインテグラ ＤＣ２ 有
U29 地頭所光 東大の神MR2 SW20 有
U29 湯浅雄太 ICC@グレイスMSインテグラ DC2 有
U29 藤田 哲也 大阪香ばシビック GF-EK9 有
U29 徳冨 太一 PBRナリタ塾DXLインテグラ DC2 無
U29 内貴太一 NIKEインテグラ DC2 無
U29 平川慶一 WUAC納車記念インテグラ DC2 無
U29 木村 圭佑 YHはっち今年こそ平成スイフト ZC32S 無
U29 由田 兼三 旬はこれから！駒澤大スイフト ZC32S 有
U29 鈴木教史 金大車部Jumpingスイフト CBA-ZC32S 有
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ノーサイド 西上 伸二 Z4 有
ノーサイド もあ ＱＤ☆ｉＯ☆おっちゃんＺ４ Z4 有
ノーサイド 横溝　隆司 キャリーブーン縫麺ルーテシア RM5M 有
ノーサイド 加藤　政幸 Lexus IS GSE-21 有
ノーサイド 市川宜民 コルトR CBA-Z27AG 有
ノーサイド 小澤　幸司 ノーマルATアウディ ABA-8VCJXL 有
ノーサイド 松本　浩 まったり無改造アウディS1 ABA-8XCWZF 無
ノーサイド 新藤 孝治 PC浦和ポルシェ996カレラ4 99603 無
ノーサイド 相馬　直孝 ＩＲＳブルガレＣＯロードスター NDERC 無
ノーサイド 多田　司 Keiワークス(仮) HN22S 無
ノーサイド 大江 美由希 縫いぬいヌイメンBRZ ZC6 無
ノーサイド 中村聡一 NSX NA2 無
ノーサイド 藤崎 優樹 keiワークス(仮) HN22S 無
未定 坂本 賢一郎 未定 未定 無
未定 めい 未定 未定 有
未定 宮城 勇気 未定 未定 有
未定 高江　淳 OEMSCヒンジャー○○○ 未定 有
未定 神里　義嗣 未定 未定 無
ローリング 根岸　裕   ボレロ若自ローリングインテグラ   E-DC2  有
ローリング 飯島 かつこ まだまだ走るよ&#127925;インテグラ GF-DC2 無
ローリング 小松 幹一 ローリングＡＴＩＫインテグラ DC2 有
ローリング 中田 裕樹 シビック EK9 有
ローリング 関根　淳志 ローリングCRX E-EF8 有
ローリング 久保田　尊治 BSローリングRACシビック改 EG-６改 無
ローリング 近藤岳士 YH/Moty's渦CR-X EF8 無
ローリング 坂中 真一郎 未定 未定 無
ローリング 山越義昌 ＢＳ風見ＩＣＣろり子シビック E-EG6 無
ローリング 深谷 洋 ローリング○○○○ E- 無
ローリング 赤羽英喜 サイドウェイズＩＣＣインテグラ DC2 有
ローリング 内野　健 脱ゴミ当番シビック渦 EG6 無
ローリング 入江　潤 ワコーズ植村バラードCR-X  E-AS 有
ローリング 尾崎泉 ローリングYH風見CRX EF8 有
ローリング 冨田 悟 ろーりんぐ萌豚シビック E-EG6 無
ローリング 野原 博司 Moty's 丸久ローリングCR-X  E-EF8 無
ローリング 蛯原輝彦 匠DIXCEL初音RコルトYH Z27AG 無
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