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*は再車検合格を条件とする 

No クラス ドライバー コ・ドライバー 通称名 スタート時刻
3 JN-1 奴田原 文雄 佐藤 忠宜 三菱 ランサーエボX 7:45
1 JN-1 新井 敏弘 田中 直哉 スバル ＷＲＸ ＳＴＩ 7:46
2 JN-1 新井 大輝 小坂 典嵩 スバル ＷＲＸ ＳＴＩ 7:47
6 JN-1 柳澤 宏至 保井 隆宏 スバル ＷＲＸ ＳＴＩ 7:48
5 JN-1 鎌田 卓麻 鈴木 裕 スバル ＷＲＸ ＳＴＩ 7:49

* 4 JN-1 勝田 範彦 石田 裕一 スバル ＷＲＸ ＳＴＩ 7:50
21 JN-3 竹内 源樹 木村 悟士 スバル ＢＲＺ 7:51
27 JN-4 内藤 学武 小藤 桂一 スズキ スイフト・スポーツ 7:52
16 JN-3 山口 清司 大倉 瞳 トヨタ ８６ 7:53
25 JN-4 古川 寛 大久保 叡 スズキ スイフト・スポーツ 7:54
8 JN-2 眞貝 知志 安藤 裕一 トヨタ ヴィッツGRMN 7:55
26 JN-4 西川 真太郎 本橋 貴司 スズキ スイフト・スポーツ 7:56
7 JN-1 徳尾 慶太郎 枝光 展義 スバル インプレッサ 7:57
18 JN-3 長﨑 雅志 秋田 典昭 トヨタ ８６ 7:58
23 JN-3 鈴木 尚 山岸 典将 スバル ＢＲＺ 7:59
24 JN-4 高橋 悟志 漆戸 あゆみ スズキ スイフト・スポーツ 8:00
29 JN-4 須藤 浩志 新井 正和 スズキ スイフト・スポーツ 8:01
30 JN-5 天野 智之 井上 裕紀子 トヨタ ヴィッツ 8:02
31 JN-5 大倉 聡 豊田 耕司 トヨタ ヴィッツ CVT 8:03
17 JN-3 曽根 崇仁 竹原 静香 トヨタ ８６ 8:04
20 JN-3 加納 武彦 横手 聡志 スバル ＢＲＺ 8:05
19 JN-3 筒井 克彦 松本 優一 トヨタ ８６ 8:06
22 JN-3 鎌野 賢志 梶浦 僚 トヨタ ８６ 8:07
11 JN-2 石井 宏尚 寺田 昌弘 レクサス RC F 8:08
9 JN-2 中村 英一 大矢 啓太 トヨタ ヴィッツGRMN 8:09
12 JN-2 中平 勝也 行徳 聡 トヨタ GT86 CS-R3 8:10
10 JN-2 山村 孝之 井沢 幹昌 シトロエン DS3 R3T 8:11
13 JN-2 牧野 タイソン 北川 紗衣 トヨタ GT86 CS-R3 8:12
32 JN-5 岡田 孝一 石田 一輝 マツダ デミオ 8:13
14 JN-2 竹岡 圭 山田 政樹 ＶＷ ポロGTI 8:14
39 JN-5 島根 剛 山崎 広喜 トヨタ ヴィッツ 8:15
42 JN-6 明治 慎太郎 里中 謙太 トヨタ ヴィッツ CVT 8:16
34 JN-5 本名 修也 湊 比呂美 マツダ デミオ 8:17
35 JN-5 鷲尾 俊一 井上 草汰 マツダ RX-8 8:18
36 JN-5 中西 昌人 竹尾 真理華 マツダ RX-8 8:19
47 JN-6 田上 大輔 鈴木 康敬 トヨタ ヴィッツ CVT 8:20
37 JN-5 徳能 大輔 長澤 奨平 トヨタ ヴィッツ 8:21
43 JN-6 水原 亜利沙 高橋 芙悠 トヨタ ヴィッツ CVT 8:22
28 JN-4 坂地 広之 高橋 巧 スズキ スイフト・スポーツ 8:23
46 JN-6 海老原 孝敬 蔭山 恵 トヨタ アクア 8:24
45 JN-6 永井 歩夢 竹下 紀子 日産 ノートe-POWER 8:25
40 JN-5 吉田 知史 高田 幸治 トヨタ ヴィッツ 8:26
44 JN-6 板倉 麻美 梅本 まどか トヨタ ヴィッツ CVT 8:27

* 38 JN-5 毛受 広子 草加 浩平 トヨタ ヴィッツ 8:28
48 OP-1 大谷 皇就 木村 裕介 スバル インプレッサ 8:38
49 OP-1 トクイチ 角田 大輔 ロータス エキシージ 8:39
50 OP-1 奥村 浩一 石田 昌孝 ホンダ シビックタイプＲ 8:40
55 OP-2 氣谷 忍 氣谷 寛子 ローバー ミニクーパー1.3 8:41
54 OP-2 土屋 良尚 髙橋 涼香 ローバー ミニ 8:42
51 OP-2 桝井 和寛 マクリン 大地 アルファロメオ 1750GTV 8:43
52 OP-2 隅田 修 山本 泰士 トヨタ カローラ 27レビン 8:44
56 OP-2 川﨑 修司 川﨑 ひとみ トヨタ パブリカ 8:45

* 53 OP-2 高木 多佳雄 宇野 哲也 ライレー エルフ 8:46


