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No クラス Ｄｒ 地域 Co・Ｄｒ 地域 分類 参加車両名 参加者

1 JN-6 勝田  範彦 愛知 足立  さやか 愛知 ＲＮ ラック名古屋スバルＤＬＳＴＩインプレッサ ＬＵＣＫ ＳＰＯＲＴS

2 JN-6 奴田原　文雄 北海道 佐藤　忠宜 千葉 ＲＮ ADVAN-PIAAランサー 奴田原　文雄

3 JN-6 新井　敏弘 群馬 竹下　紀子 北海道 ＲＮ アライモータースポーツWRX-STI SUBARU TEAM ARAI

4 JN-6 福永  修 京都 奥村  久継 東京 ＲＮ オサムファクトリー・DL・WRXSTI OSAMU-FACTORY RALLY TEAM

5 JN-6 炭山　裕矢 群馬 保井　隆宏 神奈川 ＲＮ CUSCO　ADVAN　WRX-STI CUSCO RACING

6 JN-6 堀江　拓 埼玉 馬瀬　耕平 兵庫 ＲＮ TGitzzDLカラオケROCKランサー 堀江　拓

7 JN-6 藤本　鋼二 熊本 中島　亜希子 兵庫 ＲＮ 加勢eレーシング　ＡＤＶＡＮ　ＥvoⅧ 藤本　鋼二

8 JN-6 堀田　信 愛知 馬場　雄一 茨城 ＲＮ DL　itzz TG MAP　ランサー 堀田　信

9 JN-6 牟田　周平 福岡 加勢　直毅 群馬 ＲＮ CUSCO　ADVAN　WRX-STI CUSCO RACING

10 JN-6 泉　陽介 福岡 大庭　正璽 福岡 ＲＮ DLitzzFRTセノーテトクオランサー 泉　陽介

11 JN-6 廣瀬　康弘 大阪 谷内　壽隆 大阪 ＲＮ シェルターBRIG　DLインプレッサ 廣瀬　康弘

12 JN-6 山上　智也 北海道 尼子　祥一 北海道 ＲＪ カマタスポーツランサー 山上　智也

13 JN-5 山口  清司 愛知 島津  雅彦 千葉 ＲＪ エナペタルＡＤＶＡＮ久與レビン 山口  清司

14 JN-5 曽根　崇仁 山口 桝谷　知彦 福岡 ＲＪ P.MU☆DL☆INGING８６ 曽根　崇仁

15 JN-5 筒井　克彦 福岡 石田　裕一 神奈川 ＲＪ マッハ車検・DL・Gセキネンミラージュ 筒井　克彦

16 JN-5 川名　賢 埼玉 永山  聡一郎 長崎 ＲＪ ラックＧＲ86 ＬＵＣＫ ＳＰＯＲＴＳ

17 JN-5 小倉  雅俊 兵庫 平山  真理 兵庫 ＲＪ DLデューポイントブーン 小倉  雅俊

18 JN-5 鎌田　卓磨 北海道 市野　諮 神奈川 ＲＪ TEIN　ADVAN　スバル　BRZ 鎌田　卓磨

19 JN-5 松原  久 香川 和田  善明 香川 ＲＪ 四国産直市場メディアワークスDLブーン 松原 久

20 JN-5 増川　智 富山 赤木　弥生 東京 ＲＪ ARTAオートバックス８６ ARTAオートバックスラリーチーム

21 JN-5 平山　十四郎 福岡 鶴田　邦彦 福岡 ＲＪ ADVANさくら加藤瓦床波西日本インテ 平山　十四郎

22 JN-5 山口　貴利 滋賀 山田　真記子 滋賀 ＲＪ itzz☆DL　BOOBOWブーンX4 山口　貴利

23 JN-5 関根　康生 京都 加納　宏樹 大阪 ＲＪ TAKEGOOD　DL itzz　ブーン 関根　康生

24 JN-5 大野　靖春 長野 東山　徹大 神奈川 ＲＪ Ks☆BRIGWAKOSYH日発シビック 大野　靖春

25 JN-3 天野　智之 愛知 井上　裕紀子 愛知 ＲＦ 豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG's LUCK SPORTS

26 JN-3 岡田　孝一 福岡 漆戸　あゆみ 長野 ＲＦ キーストーンナビゲータＤＬニッチＰデミオ 岡田  孝一

27 JN-3 石川　昌平 富山 竹原　静香 栃木 ＲＦ 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

28 JN-3 南野　保 神奈川 織田　千穂 千葉 ＲＦ エムスポーツYHITOデミオ Team M&M

29 JN-3 松岡　竜也 愛媛 縄田　幸裕 愛媛 ＲＦ ダンロップ・BRIG・スイフト 松岡　竜也

30 JN-3 藤田　幸弘 群馬 藤田　彩子 群馬 ＲＦ エムスポーツ　ＹＨ　ＢＲＩＧ　デミオ Team M＆M

31 JN-3 鎌野　賢志 静岡 蔭山　恵 千葉 ＲＦ テイクスＤＬワコーズ富士山ヴィッツ 鎌野　賢志

32 JN-3 本名　修也 東京 湊　比呂美　 東京 ＲＦ アンフィニ∞ヴィッツⅡ 本名　修也

33 JN-3 いとう　りな 東京 渡邉　駿毅 茨城 ＲＦ エムスポーツYHプロジェクトμデミオ Team M&M

34 JN-3 高篠　孝介 北海道 廣嶋　真 愛知 ＲＦ YH・WM・KYB・マクゼススイフト マクゼスモータースポーツ（中西　昌人）

35 JN-1 鷲尾　俊一 神奈川 佐竹　尚子 北海道 ＲＦ ITZZワコースDLKYBアストラルX4 鷲尾　俊一

36 JN-1 中西　昌人 福岡 美野　友紀 大分 ＲＦ ＹＨ・ＷＭ・ＫＹＢ・マクゼスストーリア マクゼスモータースポーツ

37 JN-1 宇田　圭佑 高知 石川　恭啓 東京 ＲＦ BRIGヨコハマWAKO'Sデミオ 宇田　圭佑

38 JN-1 山口　英明 高知 土居　嘉嗣 愛媛 ＲＦ チームRAYストーリア 山口　英明

39 JN-1 武田　友己 広島 加藤　克也 広島 ＡＥ ２０プリウス 武田　友己

40 OP 箕作　有俊 神奈川 梶山　剛 広島 ＲＢ Rスポーツたたみ鰯ギャランVR4 箕作　有俊

41 OP 高田　修 東京 田中　茂 神奈川 ＲＢ Rスポーツたたみ鰯GAM・Rミラージュ 高田　修

42 OP 川本  圭祐 岡山 廣田  幸子 岡山 ＲＦ チェリッシュＡＤＶＡＮミラージュ 川本  圭祐  


