
 ２０１９ＪＭＲＣ千葉東京ジムカーナフェスティバル
エントリー確定リスト 2019/11/27  23:30現在

参加者氏名 Wエントリーの有無 参加クラス 参加車種 型名 参加車両名 弁当 区分 参加費

1 木下 由美 木下勉 JOY BRZ ZC6 フォースBRZ 無 女性

2 坂口 拓也 JOY WRX STI VAB 元レガシィワゴン乗りのWRX 無 ＪＯＹ

3 松本 浩 NoSide アウディ　S1スポーツバック ABA-8XCWZF BPSinsideアウディS1 無

4 めい なし NoSide スイフトスポーツ CBA-ZC33S BS匠itzzSO嫁様スイフト 有 女性

5 平川 龍一郎 NoSide ケイマン ABA-981DBX ICC今日のはP車だねケイマン 無

6 小澤 幸司 NoSide ランサーエボリューション９MR GH_CT9A M-ARTSランサー 有

7 もあ 西上・土佐 NoSide z4 z4 QD☆io おっちゃんのZ4 有 未納

8 中村 聡一 NoSide NSX NA2 アルパインEXE揉羊NSX 無

9 白井 誠一 なし NoSide スカイライン BNR32 スカイラインだぴょん 有

10 横溝 隆司 NoSide ルノー・メガーヌRS BBM5P ヌイメン・メガーヌRS 有

11 土佐 和哉 西上しんじ　もあ NoSide BMW　Z4 BTなんとか ファクトリー西上のZ4 有

12 西上 伸二 土佐和哉、大塚祐司 NoSide Z4 BT30 空も飛べるはず！俺のZ４ 無

13 山口 博幸 木村千尋 NoSide デミオ DE5-FS 見かけ倒しの借り物デミオ 無

14 木村 千尋 NoSide デミオ DE5FS 見掛け倒しお買い物走りデミオ 無 女性

15 諸見里 ダニエル NT4 ランサー CT9A DL☆OAS☆ランサー 有

16 高橋 成晴 NT4 ランサー CT9A ことありらいよろランサー 無

17 市川 尚彦 NT4 三菱ランサーＲＳエボリューション6 ＣＰ９A 屋根瓦ランサー 無

18 石橋 甫 NTF1 デミオ DJLFS TL足立☆CURT☆STデミオ 無

19 大川 正孝 無 NTF1 デミオ de5fs 白デミオ 有

20 山村 哲也 なし NTF2 シビック EK9 Ins-R☆ＱＤ☆シビック 有

21 安田 翔 NTF2 シビック EK4 OEMSCシビック 有

22 藤岡 慶 NTF2 インテグラ DC2 WUAC藤岡自動車インテグラ 無 学生 未納

23 川島 一朗 NTF2 シビック FD2 YHiOALEXシビック 無

24 坂本 賢一郎 栁橋　哲 NTF2 インテグラ GF-DC2 オーナー破りは厳禁♪インテグラ 無

25 中川 英雄 NTF2 インテグラ E-dc2 ぐったりしてるインテグラ 有 未納

26 まきにゃん NTF2 インテグラ DC2 にゃんにインテグラ♪ 無 女性

27 桐生 剛久 NTF2 インテグラタイプＲ Ｅ－ＤＣ２ ヌイメン☆桐生鈑金☆インテグラ 有

28 市川 良平 NTF2 インテグラ DC2 屋根瓦インテグラ 無

29 島貫 輝 NTF2 インテグラ DC2 今年は良い年でした。インテグラ 有

30 柳橋 哲 坂本　賢一郎 NTF2 インテグラ GF-DC2 坂本自動車アルパインテグラ 有

31 鷹尾 一成 NTF2 インテグラ DC2 早稲田タックインDLインテグラ 無 学生 未納

32 石原 さゆり NTR1 トレノ AE86 S-LILY☆DLトレノ 無 女性

33 菅 信一郎 NTR1 ロードスター ND5RC YHシッケンズ天竜ロードスター 有

34 仁平 義人 無し NTR1 チェイサー GX-100 イオ・チェイサー・レース仕様 無 シニア 60歳以上

35 伊波 祐 石原さゆり（前走） NTR1 トレノ AE86 また来ました☆沖縄DL86 有

36 深川 優 NTR1 カローラレビン AE86 レビン 有

37 西 一美 NTR2 MR2 SW20 MS09MR2S SUNTEC 無 学生

38 廣瀬 実 NTR2 S2000 AP1 エムズネットガレージＳ２０００ 無

39 中川 裕之 NTR2 トヨタ　MR2 GT-S E-SW20 ペガサス松戸市布施屋MR2 有

40 齋藤 重伸 NTR2 マツダRX-7 GF-FD3S 舞闘家RX-7 無 未納

41 味生 淳 なし NTR2 スターレット KP61改 令和にまさかのKPスターレット 有

※出走順は今後発表のリストになります。
内容の修正は
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42 大竹 昭久 PN1 ロードスター ND5RC ALEXワイズYHロードスター 無

43 石丸秀行 PN1 スイフトスポーツ zc32s DjacYHスイフト 無

44 山口 晃一 PN1 ロードスター ND5RC iOSOヌイメンロードスター 無

45 進藤 晃 PN1 ロードスター ND5RC iOYHシン・ロードスター 有

46 由田 兼三 織田拓也 PN1 スイフトスポーツ ZC32S リベンジ！YH STスイフト黒 有

47 磯野 昌浩 PN1 スイフト ZC32S 鰹ｉＯろり子スイフトＮＵＴＥＣ 無

48 山田 真二 PN2-100 スズキ　スイフトスポーツ ZC33S 2&4YHスイフト 無

49 いながわ ひろゆき 無 PN2-100 スイフトスポーツ CBA-ZC33S ＢＳｉｔｚｚＧｄニパ子スイフト 有

50 渡辺 公 TAKENOKO PN2-100 86 ZN6 COSARICK犬86 無

51 TAKENOKO 渡辺 公 PN2-100 86 ZN6 COSARICK猫86 無

52 片山 志濃 PN2-100 Vitz NCP131 GR水戸インターYHVitz 無し 未納

53 大橋 政哉 PN2-100 124スパイダー NF2KE LFW乱人μ124 無

54 野口 弘毅 PN2-100 シビック FD2 SO速心cobraYHシビック 有

55 濱田 洋昭 PN2-100 シビック FD2 車楽祭iOYHシビック 有

56 古市 航貴 PN2-100 シビック FD2 小瀬自動車ADVAN黒シビック 有 未納

57 光島 俊郎 無し PN2-100 シビック FD2 幕下シビック 有 未納

58 高江 淳 片山志濃 PN2-100 未納

59 酒井 謙太郎 無 PN2-280 フィット GK5 ADVANルマンIRSフィット 無 未納

60 高橋 秀明 PN2-280 スイフト CBA-ZC33S ＡＬノアウイルペトロナスイフト 無

61 寺田 正午 PN2-280 ロードスターRF 5BA-NDERC DjacロードスターRF 有

62 ボッチャマン PN2-280 ロードスター ND5RC EXE.揉羊ロードスター 有

63 和田 安広 PN2-280 スイフトスポーツ zc33s ioNUTECスイフト 有

64 齋藤 大志 PN2-280 BRZ ZC6 KITスバルBRZ 有

65 豊島 陽平 PN2-280 ロードスター nd5rc RyuProとよぴロードスター 無 未納

66 志水 太郎 PN2-280 BRZ ZC6 STPアルファBRZ 無 学生

67 舟橋 悟 無 PN2-280 ロードスター ND5RC アティック天竜ロードスター 無 シニア 60歳以上

68 星野 浩一 PN2-280 86 ＺＮ６ アルパインＢＢ６８ 無

69 中島 聡 PN2-280 BRZ ZC6 エグゼスポーツBRZ 無

70 武田 勝弘 PN2-280 フィット GK5 スエマツダＦｉｔ－ＧＴラジアル 有

71 福田 裕二 PN2-280 BRZ ZC6 バルボリンFKサンテックBRZ 無 未納

72 橋本 恵太 PN2-280 フィット GK5 フィット 無

73 木下 勉 木下由美 PN2-280 BRZ ZC6 フォースBRZ 無

74 大塚 健二 PN2-280 BRZ ZC6 ブルガレ・コサリック・ＢＲＺ 無

75 相馬 直孝 PN2-280 ロードスターRF DBA-NDERC ブルガレＩＲＳコ犬ロードスター 無

76 佐藤 翔大 無し PN2-280 スイフトスポーツ CBA-ZC32S 平塚育ちのアルパイン白スイフト 無

77 深沢 希 PN2-280 スイフトスポーツ ZC32S 縫麺TEINミシュランスイフト 無

78 大江 光輝 PN2-280 ロードスター ND5RC 縫麺ロードスター 無

79 住田 将也 PN2-280 86 ZN6 竜ProFIVEX二代目青86 無

80 藤田 幸児 PN3 5BA-NDERC ロードスター NTL DS　ロードスター 有 未納

81 安藤 祐貴 PN3 BRZ ZC6 YH COMDRIVE BRZ 無 学生

82 吉澤 のりゆき 吉澤　美枝 PN3 BRZ DBA-ZC6 ぬいめんBRZ 無

83 吉澤 美枝 吉澤のりゆき PN3 ＢＲＺ ＺＣ６ ねーさんＢＲＺ 無 女性

84 高橋 史佳 PN3 BRZ ZC6 ふっか☆スバルＢＲＺ 無 女性
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85 小野田 了 PN4-280 WRX STI VAB VAB STPアルファYH VAB 無

86 西田 喜一 PN4-280 ランサー CZ4A アルパインランサー 有

87 神里 義嗣 S2 シビック ＥＫ９ エキジムシビック 有

88 橋本 克紀 橋本　祥代 S2 シビック GF-EK9 ヌイメンBS桐生鈑金シビック① 無

89 橋本 祥代 橋本　克紀 S2 シビック EK9 ヌイメンBS桐生鈑金シビック② 無 女性

90 佐藤 林 S4 ランサーエボ6 GF-CP9A DLspmμTL神山糸ランサー 無

91 奥井 毅 奥井優介 S4 エボ10 CZ4A Fクラ太コサ犬桜歯DLランサー 無

92 射場 亮輔 S4 WRX GVB エンドレスDL速心PRSWRX 無

93 織田 拓也 由田兼三 U30 スイフトスポーツ zc33s 2本で慣れるかな？借物スイフト 無

94 寺尾 恭平 若林隼人 U30 BRZ ZC6 DLセラメタST☆BRZ 有

95 奥井 優介 奥井毅 U30 ランサーエボ10 CZ4A Fクラフト⭐︎コサ犬DLランサー 無 学生

96 橋本 眞樹 無 U30 MR2 SW20 HUAC新参MR2 無 学生 未納

97 岸本 将卓 U30 インテグラ DC2 NUACデートカーインテグラ 無 学生 未納

98 森 勇気 U30 ランサーエボ10 CZ4A UTACμサンテックランサー 無 学生

99 岡田 朋也 U30 S2000 GH-AP1 UTAC今年はMCしないゾS2000 有 学生 未納

100 緑川 壱丸 U30 インテグラタイプR DC2 WSMLOOPダートインテ 無 学生 未納

101 最上 佳樹 U30 インテグラ DC2 ＷＵＡＣ白煙番長インテグラ 無 学生 未納

102 請川 開 U30 カプチーノ EA11R WUAC挽きたてカプチーノ 無 学生 未納

103 木村 圭佑 冨田 悟 U30 スイフト ZC32S YHブルガレスイフトコサ犬 無

104 佐々木 彰大 U30 シティ GA2 サンテック呑気男達シティ 無 未納

105 かんばやし 崇亮 U30 ホンダビート PP1 銀幌車 有 学生 未納

106 木下 祐希 岡田朋也 U30 S2000 GH-AP1 元UTAC新婚借り物AP1 無 未納

107 渡辺 楓也 U30 シビック EG6 四季紅NUACシビック 無 学生 未納

108 樫谷 達朗 U30 86 ZN6 自家用86 無

109 冨田 悟 木村佳佑 U30 スイフト ZC32S 借物スイフト横転させたら… 無

110 古林 望 U30 ロードスター NB6C 初心者ロードスター 無 学生 未納

111 若林 隼人 寺尾恭平 U30 BRZ ZC6 前夜祭で二日酔いですBRZ 無

112 山西 一桂 U30 BRZ ZC6 迫真☆BRZ 有

113 高橋 謙太 U30 セリカ ZZT231 未来の国からやってきたセリカ 有

114 神近 祐平 末藤巳旺　小坂慧 自動車部 BRZ ZC6 UTAC草食系BRZ 無 学生 未納

115 小坂 慧 神近祐平　末藤巳旺 自動車部 BRZ ZC6 UTAC草食系BRZ 無 学生 未納

116 末藤 巳旺 神近祐平、小坂慧 自動車部 BRZ ZC6 UTAC草食系BRZ 無 学生 未納

117 村田 允 自動車部 シビック EK9 FORTECチャンピオンEK9 無 学生 未納

118 金田 康之助 自動車部 シビック EK9 FORTECチャンピオンEK9 無 学生 未納

119 川村 隆之 自動車部 シビック EK9 FORTECチャンピオンEK9 無 学生 未納

120 西川 悠介 自動車部 インテグラ DC2 UTACジムカーナ初心者チーム 無 学生 未納

121 太田 智大 自動車部 インテグラ DC2 UTACジムカーナ初心者チーム 無 学生 未納

122 清水 瞭 自動車部 インテグラ DC2 UTACジムカーナ初心者チーム 無 学生 未納

123 吉原 勇斗 同じ車両でもう3人エントリーします。 自動車部 インテグラ DC2 UTAC横転しなインテ 無 学生 未納

124 地頭所 光 同じ車両でもう3人エントリーします。 自動車部 インテグラ DC2 UTAC横転しなインテ 無 学生 未納

125 池田 卓爾 同じ車両でもう3人エントリーします。 自動車部 インテグラ DC2 UTAC横転しなインテ 無 学生 未納

126 佐藤 靖幸 自動車部 シビック EG6 打倒中大安易ATSEG6 無 学生 未納

127 前田 拓実 自動車部 シビック EG6 打倒中大安易ATSEG6 無 学生 未納

128 匿名希望 自動車部 シビック EG6 打倒中大安易ATSEG6 無 学生 未納

129 髙橋 凜太郎 自動車部 ロードスター NA8C 中央大学・炎の♂ロードスター 有 学生 未納

130 吉村 悠大 自動車部 ロードスター NA8C 中央大学・炎の♂ロードスター 有 学生 未納

131 岡安優晋 自動車部 ロードスター NA8C 中央大学・炎の♂ロードスター 有 学生 未納
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