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ＰＮ２クラス　出走５台　表彰対象上位３位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

1 29  寺田 正午   Djacシビック   FD2 
27  野口 弘毅   ZummyRF・iO・シビック   FD2 
28 片山 志濃 ADVANｎｕｔｅｃシビック FD2
29 1  もあ   ＦｉＯ☆ＱＤ☆ＲＡＣシビック   ＦＤ２ 
30  千葉 順一   タック持田自SORACシビック   ABA-FD2 

ＮＴ１５００クラス　出走２４台　表彰対象上位６位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

2 21  土佐 和哉   マコネン借り物スイフト   ZC32S 
3 22  吉澤 美枝   ノアラストラン☆ヌイデミオ   DE5FS 
4 23  佐川 和良   エグゼスポーツAZURフィット   ＤＢＡ－ＧＥ８ 
5  めい   Ｔ２ＲＢＳＳＯヴィッツＲＡＣ   TA-NCP13 
6  松坂 勝敏   ８０８スイフト   ZC32S 
7  瀬戸 政志   DL茅ヶ崎スイフト   ZC32s 
8  堀川  幸浩   ALノアQuestスイフト   zc32s 
9  辻 広志   CATSスーパーカケホデミオ   DE5FS 
10  山口 博幸   エグゼスポーツアルパインFIT   DBA-GK5 
11  石丸 秀行   DjacKYBスイフト   ZC32S 
12  磯野 昌浩   ＱＤ須佐Ｆｉｏ鰹スイフトＲＡＣ   ZC32S 
13  高橋 秀明   ＡＬノアウイルペトロナスイフト   CBA-ZC32S
14  白井　誠一   鼈仕様のお買い物車スイフト   CBA-ZC32S 
15  岡田 祐介   FACiO☆nutecスイフト   CBA-ZC32S 
16  中村 聡一   S1RエグゼFITアルパイン   GK5 
17  木村 圭佑   DLエグゼスポーツSOスイフト   ZC32S 
18  杉浦 誠   ALEX☆スイフトスポーツ   HT81S 
19  深沢 希   DL☆TEINヌイメンスイフト   ZC32S 
20  山口 晃一   DjacSオーリンズスイフト   ZC32S 
21 2  西上 伸二   FACiO☆SOスイフトRAC   ZC32S 
22 3  吉澤 教之   ぬい☆ラストラン☆のあデミオ   DE5FS 
23 4  中島 聡   エグゼスポーツフィット   GE8 
24  勝野 佑紀   ARVOUエリアSスイフトRAC   ZC32S 
25  いながわ ひろゆき   ＢＳ天Ｇｄニパ子スイフトＲＡＣ   CBA-ZC32S 

ＰＮ３クラス　出走８台　表彰対象上位４位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

26 37  渋谷 英二   ICC坂本自工RAC８６   ZN6 
31  飯塚 裕一   STPリジットBRZ   ZC6 
32  鈴木 武史   STトヨタ86   ZN6 
33  小池 規夫   STP BRZ   ZC6 
34  井上 良   M1アティックスバルBRZ   DBA-ZC6 
35  舟橋 悟   Pmuレイズ六輪舎スバルBRZ   ZC6 
36  大江 光輝   縫麺ポンコツＢＲＺ☆すぴてく   ZC6 
37 26  坂本 賢一郎   86&86   DBA-ZN6 

Ｗエントリー等間違えがある場合はご連絡下さい。
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チーム・マンデーパイロンズクラス　出走６台　表彰対象上位３位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

38  相馬 直孝   ＦＲＴブロケＷＲＸブルガレＤＬ   CBA-GVB 
39  青木 康治   MP北本SOK難民インプレッサ   CBA-GRB 
40  梅田 裕久   Ｇ天竜マンパイ・スバルBRZ   ZC6 
41  石井おかずのり   フジミ打倒赤MPRX7復活TY   GF-FD3S 
42  大越 久生   ＤＬ☆マンパイ☆Ｔ２☆ＭＲ２☆   E-SW20 
43  大坪 伸貴   マンパイ・アクティブ・BRZ   ZC6 

ＪＯＹクラス　出走１台
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

44  廣川 純雄   DIXCEL　MR2   E-SW20 

Ｕ２５ 平成生まれクラス　出走２６台　表彰対象上位６位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

45 68  織田 拓也   eTune☆借り物シビック   EK9 
46 63  井上 雅貴   上智の俺がオーナーだスイフト   ZC32S 
47 66  渡辺 寛   初めて来ました！借物インテグラ   DC2 
48  相川 壌   陸戦型インプレッサFB   GC8 
49  安部 太樹   cats-i憂鬱ランサーGSR   CT9A 
50  八鍬 良介   音だけ加速スターレット   EP82 
51  遠藤 貴郁   上智大直りたてインテグラ   DC2 
52  福田 龍也   東海大学だーふくS2000   AP1 
53  中村 篤詞   見た目仕様☆初千葉S2000   AP1 
54 野崎 駿 初◎US気取りS2000 AP1
55  瀧ヶ崎 直  駒澤大学幸せの黄色いインテグラ  DC2 
56  立原 誠也   DLアジュールインテグラ   DC2 
57  内貴 太一   駒澤大学NIKEインテグラ   DC2 
58  早坂 怜   金沢大自動車部小西タイヤCRX   EF8 
59  齋藤 怜央   上智大キモオタイエローシビック   EK9 
60  森 勇気   米蔵インプレッサ東大自動車部   GDB 
61  大多和 佳樹   千葉工大まっしろしろMR2   SW20 
62  塚越 直誠   BSエグゼスポーツインテグラ   E-DC2 
63 46  井上 禮佑   東海大学エリアスポーツスイフト   ZC32S 
64  市川 良平   屋根瓦インテグラ   DC2 
65  古泉 佑紀   初☆千葉 平成いづみインテグラ   DC2 
66 47  冨田 悟   サンテック☆萌豚インテグラS   DC2 
67  八巻 慎太郎   DL03G白河インテグラ   E-DC2 
68 45  藤田 哲也   ADVANザムATIKシビック   EK9 
69  大澤 勝紀   DL初千葉戦モンスターランサー   CT9A 
70  若林 隼人   前夜祭で二日酔いですシビック   E-EG6 

Ｗエントリー等間違えがある場合はご連絡下さい。
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ＮＴＦクラス　出走１９台　表彰対象上位６位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

71 82  柳橋 哲  借り物？エクゼアルパインテグラ   E-DC2 
72  武井 豊   DXL　G20かい？プリメーラ   P10 
73 ピエール光島  YAKUDO CIVIC   FD2 
74  蛭田 翔平   DP那須 今年も遠征  CR-X   EF8 
75  幸内 利成   日新プレーンZⅡ☆インテグラ   E-DC2 
76  吉田 智宏   タウリン3000インテグラ   E-DC2 
77  大野 浩一   サンテック☆シビック   GF-EK9 
78  岡田 栄治   絶対にインテ食べるよ！シビック    EK9 
79  山村 哲也   モンスターＱＤフォースシビック   ＥＫ９改 
80  佐藤 光   エグゼタックインインテグラ   DB8 
81  中川 英雄   土に還りかけたインテグラ   E-DC2 
82 71  まきにゃん   ねこに小判！アルパインテグラ♪   E-DC2 
83  島貫 輝   今年も一年お疲れ様。インテグラ  E-DC2
84  向吉 智樹   TMGインテグラ   GF-DC2 
85  桐生 剛久   ヌイメン桐生ばんきんインテグラ   DC2 
86  川島 一朗   ALEXインテグラ   DC2 
87  鈴木 慎吾   絶賛潜伏活動中!T2インテグラ   E-DC2 
88  関根 孝義   TMG CR-X   E-EF8改 
89  塚本 長臣   (´・ω・)ノ=インテグラ☆  DC2 

ＮＴＲ１クラス　出走１１台　表彰対象上位６位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

90  吉田 健太   もえぎ野Shiny120i   BMW F20 120i 
91  松田 豊   エキシージ1.8NA   -111- 
92  木村 昌樹   まさきむMR2☆Gリミ☆五郎   SW20 
93  田中 信資   TNUACカプチーノ   EA11R 
94  田中 正隆   エンドレスST岡村ロードスター   NB8C 
95  脇田 康平   アリエスDLμロードスター   GF-NB6C 
96  印南 靖志   加田ちゃん喋るわ滑るわシルビア   E-PS13 
97  加田 充   アドバンAZURロードスター   NA6CE 
98  岩橋 正浩   どっかん四尺ニパ子ロードスター   NB8C 
99  仁平 義人   台数多いいと嬉しいねシルビア   GF-S15 
100  岡本 友二   PNKT BRZ   ZC6 

ＮＴＲ２クラス　出走６台　表彰対象上位３位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

101  石津 正敏   マグナス縫面デイトナMR-S   TA-ZZW30 
102  齋藤 重伸   舞闘家RX-7   GF-FD3S 
103  蔵増 將智   ２０年間お疲れさま☆僕とＭＲ２   SW20 
104  水野 雄太   TNUACパイタッチS2000G   AP1 
105  樋口 雅人   TNUACボッシュS2000G   AP1 
106  広瀬 献   S2000G   AP1 

Ｗエントリー等間違えがある場合はご連絡下さい。
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エキスパート４クラス　出走５台　表彰対象上位３位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

107 118  佐藤 林  いちかわさんありがとうランサー GF-CP9A
108 119  大塚 健二   ＤＬブルガレＦＲＴインプレッサ   GDB 
117  石黒 義弘   R-SPECテックランサー   CT9A 
118 107  市川 尚彦   りんさんお帰りランサー   GF-CP9A 
119 108  松本 慎   DLブルガレTOAインプレッサ  GDB

ＮＴ４クラス　出走６台　表彰対象上位３位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

109  清水 弘之   ＤＬ☆ＭＴＳサンテックランサ－   CZ4A 
110  高橋 成晴   DL★フォースTOAランサー   CT9A 
111  射場 亮輔   坂本自工インプレッサ   GVB 
112  真塩 正裕   ADVANSTPランサー   GF-CP9A 
113  長谷川 徳雄   キタモトWRX　STI   VAB 
114  奥井 毅   Fクラフト桜伝タル弁慶ランサー   CZ4A 

ＳＣＤクラス　出走２台　表彰対象上位１位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

115  西村 修一   WOテックスポーツ☆嫁さまF隼   FH20R 
116  蛯原 輝彦   OAKS作りかけSCコルト   Z27AG 

Ｓ２クラス　出走１５台　表彰対象上位６位まで
№ W 氏名 エントリー名 車両型式

120 133  飯島 賢治   カツコにゃ負けにゃいインテグラ   GF-DC2 
121 134  山口 拓郎   お借りしますCR-X   EF8 
122  中田 裕樹   ローリング☆超電磁砲シビック   EK9 
123  村上 尚子   テック牧場苦手なぶ～インテグラ   E-DC2 
124  久保田 有見   六輪舎RACシビック   GF-EK9 
125  小林 尚登  今年はサイド効きます！シビック   E-EG6 
126  こばじゅん   ちーむまこねん♪DL☆RX-7   GF-FD3S 
127  清水 翔太   YHエグゼRACSOインテグラ   E-DC2 
128  澤平 直樹   甘いオトコＡＤＶＡＮインテグラ   ＤＣ２ 
129  幅 信太郎   観戦に来ちゃった♪インテグラ   DC2 
130  渡辺 慎一郎   ルイ☆Fingインテグラ☆熊王   DC2 
131  橋本 克紀   ヌイメンＢＳ桐生板金シビック   GF-EK9 
132  近藤 岳士   Moty'sローリングCR-X   E-EF8 
133 120  飯島 かつこ   打倒けんちゃん！インテグラ   GF-DC2 
134 121  松瀬 篤弘   PSカワイBPF六輪舎CRX貸   E-EF8 

Ｗエントリー等間違えがある場合はご連絡下さい。
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