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エントリーリスト（JAF 全日本ラリー選手権）<<訂正版>> 
Class No 参加者

JN-4 1 柳澤　宏至 (群馬県) 中原　祥雅 (東京都) CUSCO RACING
18台 2 奴田原　文雄 (北海道) 佐藤　忠宜 (千葉県) 奴田原　文雄

3 勝田　範彦 (愛知県) 足立　さやか (愛知県) LUCK SPORTS

4 福永　修 (京都府) 奥村　久継 (東京都) HASEPRO RALLY TEAM

5 石田　正史 (群馬県) 宮城　孝仁 (東京都) 石田　正史

6 桑田　幸典 (愛知県) 澤田　耕一 (愛知県) PLUM RACING TEAM

7 高山　仁 (兵庫県) 河野　洋志 (東京都) TEAM NENC

8 大嶋　治夫 (群馬県) 井手上　達也 (福岡県) 加勢eレーシング

9 藤本　鋼二 (熊本県) 中島　亜希子 (兵庫県) 加勢eレーシング

10 徳尾　慶太郎 (福岡県) 枝光　展義 (愛知県) 徳尾　慶太郎

11 堀江　拓 (大阪府) 馬瀬　耕平 (兵庫県) 堀江　拓

12 堀田　信 (愛知県) 馬場　雄一 (茨城県) 堀田　信

13 今井　聡 (神奈川県) 田中　直哉 (長野県) TEAM NENC

14 山田　健一 (北海道) 大楽　敬 (北海道) 山田　健一

15 寺尾　基 (北海道) 岡　直貴 (北海道) 寺尾　基

16 新堀　忠光 (埼玉県) VISUT SUKOSI (タイ) 新堀　忠光

17 長谷川　智秀 (大阪府) 佐々木　翔 (石川県) HASEPRO RALLY TEAM

18 井土　卓治 (北海道) 佐々木　尊 (北海道) 井土　卓治

JN-3 19 香川　秀樹 (神奈川県) 浦　雅史 (愛知県) 香川　英樹

14台 20 横尾　芳則 (長野県) 船木　一祥 (愛知県) LUCK SPORTS

21 山口　清司 (愛知県) 島津　雅彦 (千葉県) 山口　清司

22 三好　秀昌 (東京都) 保井　隆宏 (神奈川県) CUSCO RACING

23 筒井　克彦 (福岡県) 石田　裕一 (神奈川県) 筒井　克彦

24 明治　慎太郎 (神奈川県) 松井　和子 (東京都) CUSCO RACING

25 小倉　雅俊 (兵庫県) 木村 裕介 (栃木県) 小倉　雅俊

26 松原　久 (香川県) 和田　善明 (香川県) 四国産直市場ラリーチーム

27 村田　康介 (京都府) 平山　真理 (兵庫県) CUSCO Junior Rally Team

28 松倉　拓郎 (北海道) 大矢　英実 (北海道) 松倉　拓郎

29 木村　謙治 (東京都) 多比羅　二三男 (千葉県) 木村　謙治

30 増川　智 (富山県) 山岸　佑也 (長野県) ARTA オートバックスラリーチーム

31 山口　貴利 (滋賀県) 山田　真記子 (滋賀県) 山口　貴利

32 伊豆野　健太 (長野県) 大野　靖春 (長野県) 伊豆野　健太

JN-2 33 川名　賢 (埼玉県) 小坂　典嵩 (埼玉県) 川名　賢

12台 34 加藤　辰弥 (神奈川県) 新井　祐一 (東京都) エムスポーツ南町田店

35 天野　智之 (愛知県) 井上　裕紀子 (愛知県) LUCK SPORTS

36 高橋　悟志 (愛知県) 箕作　裕子 (神奈川県) 高橋　悟志

37 岡田　孝一 (福岡県) 漆戸　あゆみ (長野県) 岡田　孝一

38 石川　昌平 (富山県) 赤羽　隆子 (栃木県) ARTA オートバックスラリーチーム

39 田中　伸幸 (北海道) 遠山　裕美子 (東京都) 加勢eレーシング

40 中西　昌人 (福岡県) 北川　紗衣 (北海道) 中西　昌人

41 藤田　幸弘 (群馬県) 藤田　彩子 (群馬県) 藤田　幸弘

42 唐釜　真一郎 (山梨県) 松浦　俊朗 (三重県) エムスポーツ南町田店（カトウタツヤ）

43 本名　修也 (東京都) 湊　比呂美 (東京都) 本名　修也

44 永井　秀治 (北海道) 南出　司 (北海道) 永井　秀治

JN-1 45 松岡　竜也 (愛媛県) 縄田　幸裕 (愛媛県) 松岡　竜也

5台 46 鷲尾　俊一 (神奈川県) 内田　園美 (愛知県) 鷲尾　俊一

47 宇田　圭佑 (高知県) 石川　恭啓 (東京都) 宇田　圭佑

48 葛西　一省 (青森県) 安田　弘美 (青森県) 葛西　一省

49 川村　貴宣 (兵庫県) 中西　貴晃 (大阪府) 川村　貴宣

OP-1 50 伊藤　暁 (兵庫県) 高橋　浩子 (愛知県) SATORU ITO

2台 51 新井　大輝 (群馬県) 松本　香奈子 (東京都) 新井　大輝
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