
 

 発 行 日： ２０１９年４月５日 時 刻： １９：００ 

 主 題： エントリーリスト 文書番号： 5.01 

 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：  

【エントリーリスト】 
 

 

以上 

No CL Ｄｒ 出身地 Co・Ｄｒ 出身地 参　加　車　両　名 Gr 参加者

1 JN-1 新井 敏弘 群馬 田中 直哉 東京 富士スバル　ＡＭＳ　ＷＲＸ　ＳＴＩ R SUBARU TEAM ARAI

2 JN-1 勝田 範彦 愛知 石田 裕一 神奈川 ラックＳＴＩ 名古屋スバル ＤＬ ＷＲＸ R LUCK SPORTS

3 JN-1 奴田原文雄 高知 佐藤 忠宜 福島 ADVAN-PIAAランサー R ADVAN-PIAA Rally Team

4 JN-1 鎌田 卓麻 北海道 鈴木 裕 千葉 itzz　DL　SYMS　WRX　STI R ittz RALLY TEAM

5 JN-1 福永 修 京都 齊田 美早子 京都 ５５５☆OSAMU・F☆DLランサー R THREE　FIVE　MOTORSPORT

6 JN-1 柳澤 宏至 群馬 保井 隆宏 神奈川 ADVAN　CUSCO　WRX-STI R CUSCO RACING

7 JN-1 徳尾慶太郎 福岡 枝光 展義 福岡 クスコDLitzzフォルテックランサー R トクオワークスレーシング

8 JN-1 中平 勝也 東京 行徳 聡 長野 itzzDLSYMSアールアートWRX R R-ART RALLY TEAM

9 JN-1 前田 泰 大阪 古川 智崇 三重 NKMパナサスCMSCランサー９ R 前田 泰

10 JN-1 泉 陽介 福岡 石田 一輝 兵庫 DLitzzクスコセノーテトクオランサー R トクオワークスレーシング

11 JN-2 眞貝 知志 神奈川 安藤 裕一 愛知 TGR　Vitz　GRMN　Rally RJ TOYOTA GAZOO Racing

12 JN-2 上原 淳 埼玉 漆戸 あゆみ 長野 DL・ラカリテ・シャフト・シビックユーロ R 上原 淳

13 JN-2 中村 英一 愛知 大矢 啓太 愛知 名古屋トヨペット　NAVUL　Vitz RJ NAVUL

14 JN-2 石井 宏尚 愛知 明治 慎太郎 神奈川 CUSCO Mobil1 DL RC F RJ 石井 宏尚

15 JN-2 鷹野健太郎 埼玉 ウシニナヤナ ロシア ＴＩ-ＴＥＣＨ　ＧＴ８６ＣＳ-Ｒ３ R 鷹野 健太郎

16 JN-2 山村 孝之 兵庫 井沢 幹昌 東京 チョコ＆いざっち☆T・O・F☆DS3 R THREE　FIVE　MOTORSPORT

17 JN-3 山本 悠太 愛知 山本 磨美 大阪 sammy☆K-one☆ルブロスYH86 RJ ｋ－ｏｎｅ　レーシング　チーム

18 JN-3 長﨑 雅志 愛知 秋田 典昭 愛知 名古屋トヨペット　NAVUL 86 RJ NAVUL

19 JN-3 山口 清司 愛知 竹原 静香 栃木 jmsエナペタルADVAN久與86 RJ 山口 清司

20 JN-3 曽根 崇仁 福岡 木村 裕介 大阪 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 RJ トクオワークスレーシング

21 JN-3 筒井 克彦 福岡 松本 優一 群馬 TEAM２２１　DL　TRD ８６ RJ 筒井 克彦

22 JN-3 大竹 直生 大阪 竹下 紀子 北海道 YH NET 86 RPN 大竹 直生

23 JN-4 関根 正人 北海道 草加 浩平 東京 KYB　DUNLOP　スイフト RJ MATEX－AQTEC RALLY TEAM

24 JN-4 西川真太郎 福島 本橋 貴司 京都 モンスターDLスマッシュ スイフト RJ 西川 真太郎

25 JN-4 高橋 悟志 大阪 加藤 昭文 三重 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト RJ 高橋 悟志

26 JN-4 黒原 康仁 熊本 美野 友紀 広島 YH　CUSCOリズミックスANスイフト RPN 黒原 康仁

27 JN-4 糸永 勝雄 福岡 山之内　一真 福岡 SPM　SS白いスイフト RJ 糸永 勝雄

28 JN-5 天野 智之 大阪 井上 裕紀子 愛知 豊田自動織機・DL・ヴィッツ RJ TRT

29 JN-5 岡田 孝一 神奈川 廣田 幸子 岡山 キーストーンナビゲーターＤＬデミオ RJ 岡田 孝一

30 JN-5 小川 剛 長崎 藤田 めぐみ 福岡 itzz ADVAN AN フィット RJ 小川 剛

31 JN-5 鷲尾 俊一 神奈川 鈴木 隆司 茨城 アストラルＤＬワコースＫＹＢイッツデミオ RJ SHUNICHI WASHIO

32 JN-5 本名 修也 東京 湊 比呂美 東京 AMAZEMENT∞デミオ RJ 本名 修也

33 JN-5 山北　研二 福岡 糸永 敦 福岡 BRIGマイクロロンXA　DLマーチ RJ 山北 研二

34 JN-6 大倉 聡 神奈川 豊田 耕司 北海道 アイシンＡＷ Ｖｉｔｚ ＣＶＴ RJ 大倉 聡

35 JN-6 伊藤 隆晃 神奈川 大高 徹也 埼玉 PD　YH　ノートeーPOWERニスモS AE CINQ Racing

36 JN-6 クロエリ 群馬 加勢 直毅 北海道 CUSCO　YH　DAIWA　FIT RPN CUSCO RACING

37 JN-6 いとうりな 神奈川 大倉 瞳 愛知 ＹＨブリッドＡＷオクヤマＶＩＴＺ RJ TEAM OKUYAMA

38 JN-6 中西 昌人 長崎 福井 林賢 福岡 ＹＨ・ＷＭ・ＫＹＢ・ＳＰＭ・くまモン・８ RJ マクゼスモータースポーツ

39 JN-6 水原 亜利沙 埼玉 中村 理紗 千葉 CUSCO　DL CARトップ　NOTE AE CUSCO RACING

40 JN-6 板倉 麻美 和歌山 梅本 まどか 愛知 DL WPMS Vitz CVT RJ WELLPINE MOTORSPORT

41 OP-1 田中 博 佐賀 増本 俊之 福岡 ｍｓｔ８８Ｔ＆Ⅿ田中自工Ｓ　唐津シビック RF 田中 博

42 OP-1 トクイチ 静岡 角田 大輔 群馬 ロータスエキシージＳ RB トクイチ

43 OP-1 桝井 和寛 奈良 マクリン大地 京都 M&N・アルファロメオ RB 桝井 和寛

44 Old 隅田 修 福岡 戸塚 和幸 群馬 ＥＳＳＥＮ　ＺＥＩＴ　エスコート　ＴＣ RB 隅田 修


