
オーガナイザー：ＭＡＣ　共催：ＥＴＯＩＬＥ、ＤＣＲ　後援 久万高原町、久万高原町商工会、久万高原町観光協会、久万広域森林組合、愛媛新聞社、南海放送、テレビ愛媛、愛媛 、あいテレビ、愛媛朝日放送: CATV

ＪＡＦ公認

国 内 競 技

2013-7005

 

 発 行 日： ２０１３年４月２１日 時 刻： １８：００  

 主 題： 
コミュニケーションＮｏ３ 

（エントリーリスト改訂版） 
文 書 番 号： ４．０３  

 発 行 者： 大会組織委員会  

 宛 先： 全参加者  

 ペ ー ジ 数： １ページ 添 付 書 類： 無し  

 

 
カー№ クラス ドライバー 地域 コ・ドライバー 地域 参加車両名 参加者

1 JN-4 勝田　範彦 愛知 足立　さやか 愛知 ラック名スバルＳＴＩＤＬインプレッサ ＬＵＣＫ ＳＰＯＲＴS

2 JN-4 奴田原　文雄 北海道 佐藤　忠宜 福島 ＡＤＶＡＮ－ＰＩＡＡランサー 奴田原　文雄

3 JN-4 柳澤　宏至 群馬 中原　祥雅 東京 CUSCO　ADVAN　WRX-STI CUSCO RACING

4 JN-4 石田　正史 群馬 宮城　孝仁 東京 ＤＬ　テイン　マルシェランサー 石田　正史

5 JN-4 高山　仁 兵庫 河野　洋志 東京 NENC IMMENS DLインプレッサ TEAM NENC

6 JN-4 福永　修 京都 奥村　久継 東京 ハセプロＣＬ☆ＤＬインプレッサＳＴＩ HASEPRO RALLY TEAM

7 JN-4 桑田　幸典 愛知 澤田　耕一 愛知 ＰＬＵＭ・ＤＬ・ＳＲＳランサー PLUM RACING TEAM

8 JN-4 AKI HATANO 埼玉 関根　慎二 埼玉 TEAM ZIO　インプレッサ ＡKI HATANO

9 JN-4 今井　聡 神奈川 田中　直哉 長野 NENC IMMENS DLランサー TEAM NENC

10 JN-4 堀江　拓 大阪 馬瀬　耕平 兵庫 テイクグッドitzzDLランサー 堀江　拓

11 JN-4 藤本　鋼二 熊本 井手上　達也 福岡 加勢eレーシングADVAN　Evo8 加勢eレーシング

12 JN-4 上野　耕二 徳島 中岡　和好 徳島 四国産直市場ランサーＥＶＯⅨ 四国産直市場ラリーチーム

13 JN-3 三好　秀昌 東京 保井　隆宏 神奈川 CUSCO ADVAN　86 CUSCO RACING

14 JN-3 山口　清司 愛知 島津　雅彦 東京 エナペタルＡＤＶＡＮ久與レビン 山口　清司

15 JN-3 筒井　克彦 福岡 石田　裕一 神奈川 マッハ車検・DL・Gセキネンミラージュ 筒井　克彦

16 JN-3 香川　秀樹 神奈川 浦　雅史 愛知 elダンロップBRIGミッドランドインテ 香川　秀樹

17 JN-3 曽根　崇仁 山口 桝谷　知彦 福岡 Ｐｒｏｊｅｃｔμ ☆DL☆インギング８６ 曽根　崇仁

18 JN-3 上原　利宏 埼玉 佐瀬　拓野 東京 ＢＦ－アクションＤＬシビック 上原　利宏

19 JN-3 明治　慎太郎 神奈川 松井　和子 東京 高崎くす子　ADVAN　サトリアネオ CUSCO RACING

20 JN-3 松原　久 香川 和田　善明 香川 四国産直市場☆ＤＬ☆ブーンＸ４ 四国産直市場ラリーチーム

21 JN-3 増川　智 富山 山岸　佑也 長野 ARTAオートバックス　トヨタ86 ARTAオートバックスラリーチーム

22 JN-3 横尾　芳則 長野 船木　一祥 愛知 ＧＡＺＯＯラック86 ＬＵＣＫ ＳＰＯＲＴＳ

23 JN-3 木村　謙治 東京 多比羅　二三男 千葉 アドバン　絆　インプレッサ　木村 木村　謙治

24 JN-3 小倉　雅俊 兵庫 平山　真理 兵庫 DLコーセイDPブーン 小倉　雅俊

25 JN-3 山口　貴利 滋賀 山田　真記子 滋賀 ＤＬ☆ｉｔｚｚさざなみ整形ブーボーブーン 山口　貴利

26 JN-3 白形　利文 愛媛 伊藤　洋幸 広島 ＤＸＬ　岩見自動車　Ｒスポーツインテグラ 白形　利文

27 JN-3 平山　十四朗 福岡 鶴田　邦彦 福岡 ADVANさくら加藤互床次西日本インテ 平山　十四朗

28 JN-3 伊豆野　健太 長野 大野　靖春 長野 K's☆BRIG☆WAKO'Sシビック 伊豆野　健太

29 JN-2 天野　智之 愛知 井上　裕紀子 愛知 豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG's LUCK SPORT

30 JN-2 川名　賢 埼玉 安東 貞敏 埼玉 TAKUMI CRAFT ADVAN Vitz 川名 賢

31 JN-2 高橋　悟志 愛知 箕作　裕子 神奈川 ミツバＷＭＤＬラックマジカル冷機ヴィッツ 高橋　悟志

32 JN-2 岡田　孝一 福岡 漆戸　あゆみ 長野 キーストーンナビＤＬデイトナワンズデミオ 岡田　孝一

33 JN-2 南野　保 神奈川 石井　貴大 愛知 Mスポ◇ＭＯＴＵＬプロμ デミオ エムスポーツ南町田店

34 JN-2 中西　昌人 福岡 北川　紗衣 北海道 ＹＨ・ＫＹＢ・ＷＭ・マクゼススイフト 中西　昌人

35 JN-2 石川　昌平 富山 赤羽　隆子 栃木 ARTAオートバックスヴィッツ131 ARTAオートバックスラリーチーム

36 JN-2 加藤　辰弥 神奈川 松浦　俊朗 三重 Mスポーツ☆オクヤマYHデミオ エムスポーツ南町田店

37 JN-2 藤田　幸弘 群馬 藤田　彩子 群馬 ＢＲＩＧ吉田工房　栗原オート企画　コルト 藤田　幸弘

38 JN-2 本名　修也 東京 湊　比呂美 東京 アンフィニ∞ヴィッツⅡ 本名　修也

39 JN-2 いとう　りな 東京 渡邉　駿毅 茨城 Mスポーツ♡オクヤマYHデミオ エムスポーツ南町田店

40 JN-1 松岡　竜也 愛媛 縄田　幸裕 愛媛 ﾅｶｶﾞﾜﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽKEY-BEAUTYｽﾄｰﾘｱ 松岡　竜也

41 JN-1 宇田　圭佑 高知 石川　恭啓 東京 ＢＲＩＧヨコハマＷＡＫＯ’Ｓデミオ 宇田　圭佑

42 JN-1 鷲尾　俊一 神奈川 内田　園美 愛知 ワコーズKYB DLアストラルストーリア 鷲尾　俊一

43 JN-1 松井　繁往 広島 香川　俊哉 香川 ＳＡＳカジオカＢＥＣＷＯＲＫＳデュエット 松井　繁往

44 JN-1 走出　芽美 高知 山口　英明 高知 BRIG☆DL☆Vitz 走出　芽美

45 JN-1 清水　順司 徳島 岡田　哲弥 徳島 ストーリア 清水　順司

46 OP-2 新井　大輝 群馬 松本　香奈子 東京 中央自動車ガラスラリーチーム 新井　大輝

47 OP-1 小松　崇 東京 沼田　晴代 埼玉 スマッシュＤＬミラゲｉｔｚｚ 小松　崇


