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参加者氏名 申し込みクラス 割引区分 参加車種 型名 参加車両名 車両の改造範囲 使用タイヤ銘柄F 使用タイヤ銘柄R お弁当の有無 W/Tエントリーの有無

國寄 隆祐 ２ペダル IS AVE30 あかいろIS ＰＮ車両 BS RE004 BS RE004 無し

小川 悠也 ２ペダル フリードハイブリッド DAA-GP3 みふり〜ど ＰＮ車両 シバタイヤ TW280 シバタイヤ TW380 有 1個

古市 航貴 Ｕ３０ シビック ABA-FD2 小瀬自動車ACRE黒シビック ＰＮ車両 FIVEX Gerun 051A FIVEX Gerun 051A 有 1個

村田 允 Ｕ３０ 学生 MR-S ZZW30 正味現在価値上昇MRS Ｂ車両 トーヨー R1R トーヨー　R1R 有 1個 前田拓実

清水 瞭 Ｕ３０ 学生 ロードスター ND5RC YHプロミュー東大ロードスター ＰＮ車両 A052 A052 有1個

松本 守央 Ｕ３０ ヤリス mxpa10 ヤリス ＰＮ車両 ZⅢ ZⅢ 有 1個

岡田 祥生 オートテストＫ オートテストK／N／Ｌ S660 JW5 おかっち@モデューロX 全くのノーマル ヨコハマ ヨコハマ 有 1個

前野 淳志 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ ノート E11 ノート　ノーパワー その他 ポテンザRE004 ポテンザRE004 有 1個

熊澤 義史 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ スイフトスポーツ ZC31S 黄色いスイスポくん その他 YH  AD08R YH AD08R 有 1個 熊澤　由美子

熊澤 楓 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ GRヤリス GXPA16 黒真珠ヤリス その他 ダンロップ SP SPORT MAXX 050 ダンロップ SP SPORT MAXX 050 有 1個

熊澤 由美子 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ スイフト ＺＣ31Ｓ 借り物 31スイフト　Family号 その他 ＹＨ　ＡＤ08Ｒ ＹＨ　ＡＤ08Ｒ 有 1個 熊澤　義史

遠藤 弘史 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ マーチ AK12 酒とマーチと親父と息子 全くのノーマル シバタイヤ シバタイヤ 無し 遠藤　彰士

森 信彦 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ SUBARU BRZ ZC6 ほぼ普通の旧型BRZ その他 DUNLOP ZⅢ DUNLOP ZⅢ 有 1個

加々宮 卓也 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ スカイライン ECR33改 有馬村村民会スカイライン ＳＡ車両 シバタイヤ　TW280 シバタイヤ　TW280 有 1個

木村 佳祐 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ カローラスポーツ ZWE213H カローラスポーツ 全くのノーマル ポテンザ RE004 ポテンザ RE004 有 1個 木村宏幸

木村 宏幸 オートテストＬ オートテストK／N／Ｌ カローラスポーツ ZWE213H GRじゃないカローラスポーツ 全くのノーマル BS ポテンザRE004 BS ポテンザRE004 有 1個 木村　佳祐

田中 剛樹 オートテストN オートテストK／N／Ｌ BRZ ZC6 す86(スバル)ナンバーのBRZ その他 ブリヂストン ポテンザ アドレナリン ブリヂストン ポテンザ アドレナリン 有 2個

遠藤 彰士 オートテストN オートテストK／N／Ｌ マーチ AK12 酒とマーチと親父と息子 全くのノーマル シバタイヤ シバタイヤ 無し 遠藤　弘史

小笠原 光則 オートテストN オートテストK／N／Ｌ ヴィッツG's NCP131 NCP131赤ヴィッツ ＳＡ車両 DL Z3 DL Z3 無し

大江 光輝 クラス１ ロードスター ＮＤ5ＲＣ ロードスター☆ぬいめん ＰＮ車両 シバタイヤ280 シバタイヤ280 無し 大江美由希

深沢 希 クラス１ スイフトスポーツ32 ZC32S 縫麺テインTW280スイフト ＰＮ車両 シバタイヤ280 ミシュランPS4 シバタイヤ280、ミシュランPS4 有 1個

廣澤 智明 クラス１ スイフトスポーツ ZC32S スイフトスポーツ ＰＮ車両 ミシェランパイロットスポーツ４ ミシェランパイロットスポーツ４ 無し 杉浦　誠

杉浦 誠 クラス１ スイフトスポーツ ZC32S ALEX⭐︎スフィア廣澤スイフト ＰＮ車両 ミシュランPS4 ミシュランPS4 無し 廣澤智明

嶋田 秀憲 クラス１ ロードスター NB6C ワクワク★ロードスター ＳＡ車両 シバTW280 シバTW280 有 2個

真塩 正裕 クラス１ スイフト ZC32S STPスイフト ＰＮ車両 フレバ・シバタイヤ フレバ・シバタイヤ 無し

山口 晃一 クラス１ シニア 60歳以上 ロードスター ND5RC 縫麺iOロードスターµ ＰＮ車両 アドバンA052 アドバンA052 有 1個

坂本 賢一郎 クラス１ シビック GF-EK9 坂本自工Enjoy！シビック ＳＡ車両 ヨコハマ　A050 ヨコハマ　A050 有 2個

佐藤 靖幸 クラス１ シビック GF-EK4 YH☆M'sガレージ☆シビック Ｂ車両 A052 A052 無し

岩澤 研一 クラス１ ミラージュ CJ4A TRS飛蝗縫麺ミラージュ Ｂ車両 R888R　AR-1 R888R 無し

星野 綾佑 クラス１ ロードスター ND5RC 支那そば長浜ロードスター ＰＮ車両 A052 A052 無し
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向吉 智樹 クラス２ ホンダ　インテグラ GF-DC2 今年もダメダメTMGインテグラ ＳＡ車両 A052 A052 無し

島貫 輝 クラス２ インテグラ E-DC2 今年もおつかれTMGインテグラ Ｂ車両 A052 A052 有 1個

野口 弘毅 クラス２ ホンダ　シビック　TYPE-R ABA-FD2 SO速心cobraYHシビック ＰＮ車両 A08B A08B、A052 有 1個

大塚 健二 クラス２ BRZ ZC6 ブルガレ　コサリック　BRZ ＰＮ車両 ミシュランPS4s,シバタイヤ ミシュランPSs,シバタイヤ 無し

塚本 長臣 クラス２ スイフト ZC33S シバタイヤスイフト初号機 Ｂ車両 シバタイヤTW280 シバタイヤTW280 無し

菊武 大樹 クラス２ 学生 インテグラ DC2 ガレージさかどんインテグラ ＳＡ車両 A052 A052 有 1個

國吉 祐司 クラス２ ＢＲＺ ZC6 ＢＲＺ改 Ｂ車両 A052 A052 有 1個

吉澤 のりゆき クラス２ シニア 60歳以上 BRZ 3BA-ZD8 ぬいめんBRZ ＰＮ車両 アドバン０５２ アドバン０５２ 無し 吉澤美枝

吉澤 美枝 クラス２ 女性 BRZ ZD8 ぬいめん⭐︎ねーさんBRZ ＰＮ車両 アドバン052 アドバン052 無し 吉澤のりゆき

橋本 克紀 クラス２ インテグラ DC2 縫麺BS桐生鈑金インテグラ ＳＡ車両 RE11S RE11S 無し 橋本祥代

橋本 祥代 クラス２ 女性 インテグラ DC2 縫麺坊助インテグラ ＳＡ車両 RE11S RE11S 無し 橋本克紀

前田 悟郎 クラス２ BRZ ZC6 今年も出たぞTMG/BRZ ＰＮ車両 ファイベックス（TW280） ファイベックス（TW280） 有 1個

山田 真二 クラス２ スイフトスポーツ ZC33S 2&4YHスイフト ＰＮ車両 YH ADVAN A08B SPEC G YH ADVAN A052 無し

金田 康之介 クラス２ インテグラ DC2 YHTG佐野☆M’sGインテグラ Ｂ車両 YH A052 YH A052 無し

草場 直人 クラス２ スイフトスポーツ ZC33S Ray.Kスイフト ＰＮ車両 シバタイヤTW280 シバタイヤTW280 有 1個

山口 博幸 クラス２ スイフトスポーツ ZC-33S 今年もエアコンありがとスイフト ＰＮ車両 シバタイヤ280 シバタイヤ280 無し 山口千尋

山村 哲也 クラス２ シビック EK9 ＱＤ☆ｉＯ☆シビック Ｂ車両 RE71RS RE71RS 無し

中川 裕之 クラス２ MR2 SW20 松戸布施屋ペガサスMR2 Ｂ車両 RE71RS、A052 RE71RS、A052 有 1個

加田 充 クラス２ とよた　８６ ＺＮ６ ＹＨ塩岡スピード８６ ＰＮ車両 Ａ０８Ｂ Ａ０８Ｂ 無し つかごしなおあき

根岸 裕 クラス２ シニア 60歳以上 インテグラ E-DC2 ボレロ若林自動車商会インテグラ Ｂ車両 A050/RE11S A050 有 1個

塚越 直誠 クラス２ 86 ZN6 86 ＰＮ車両 A08B A08B 無し 加田 充

佐藤 林 クラス３ ランサーエボ6 CP9A サンテックSPMプロμランサー ＳＡ車両 NK CR-S NK CR-S 有 2個

石黒 義弘 クラス３ GRヤリス GXPA16 LubATSテックヤリス ＰＮ車両 Bridgestone POTENZA RE-71RS Bridgestone POTENZA RE-71RS 有 1個

山口 栄一 クラス３ GRヤリス GXPA16 南街エムエムヤリス ＰＮ車両 シバ、ピレリ シバ、ピレリ 有 1個

横倉 清治 クラス３ ＧＲヤリス ＧＸＰＡ１６ ＦＡＮＴＡＳＹ☆ＧＲヤリス ＰＮ車両 アドバンＡ０５２ アドバンＡ０５２ 有 2個

森 隆司 クラス３ シニア 60歳以上 ＧＲヤリス 4BA-GXPA16 ＧＲヤリス ＰＮ車両 PIRELLI P ZERO SPORT PZ4 PIRELLI P ZERO SPORT PZ4 無し

畠山 翔 クラス３ WRX STI VAB パダワンαWRX ＰＮ車両 ミシュラン PS4S ミシュラン PS4S 有 1個

小澤 幸司 ノーサイド ランサーエボリューション9MR RS GH-CT9A DLリミットMARTSラ	ンサー その他 ダンロップ　ZⅢ ダンロップ　ZⅢ 有 1個

大江 美由希 ノーサイド 女性 ロードスター ND5RC 縫縫ヌイメン・ロードスター ＰＮ車両 シバタイヤ280 シバタイヤ280 無し 大江光輝

松本 浩 ノーサイド S1スポーツバック 8XCWZF 一度はフェスで勝ちたいねS1 Ｂ車両 RE 71RS RE 71RS 無し

古賀 亜希子 ノーサイド 女性 BRZ ZC6 あっこのBRZ ＰＮ車両 シバタイヤTW280 シバタイヤTW280 無し

白井 誠一 ノーサイド スカイライン BNR32 冬眠前のスカイライン Ｂ車両 Z3 Z3 無し

山下 素子 ノーサイド 女性 BRZ ZC6 白BRZ ＰＮ車両 ファイベックス051a ファイベックス051a 有 1個

和田 隼人 ノーサイド BRZ ZC6 ヌイメン初参加BRZ 全くのノーマル NANKANG ULTRA SPORT NS-2 NANKANG ULTRA SPORT NS-2 無し

中村 美之 ノーサイド シニア 60歳以上 フィット DBA-GE8 六厘舎フィット 全くのノーマル YOKOHAMA BluEarth-GT YOKOHAMA BluEarth=GT 無し

渡邊 啓磨 ノーサイド シビックタイプRユーロ FN2 今日はガレージ無しだぞクロシビ 全くのノーマル パイロットスポーツ５ パイロットスポーツ５ 有 1個

山口 千尋 ノーサイド 女性 スイフトスポーツ ZC33S お買い物走り嫁スイフト ＰＮ車両 シバタイヤ280 シバタイヤ280 無し 山口 博幸

小平 和昭 ノーサイド MR-S ZZW30 AK MR-S ＳＡ車両 ダンロップZ3 ダンロップZ3 無し

中村 光範 ノーサイド スイフト 4BA-ZC33S 六輪舎スイフト 全くのノーマル ContiSportContact5(純正) ContiSportContact5(純正) 有 2個
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