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【Leg2 スタートリスト】 

 

No クラス Ｄｒ 地域 Co・Ｄｒ 地域 参加車両名 スタート時刻

1 JN-1 福永 修 京都 齊田 美早子 京都 アサヒ☆カナックＯＳＡＭＵ５５５ファビア 8:45

2 JN-1 勝田 範彦 愛知 木村 裕介 大阪 GR YARIS　GR4　Rally 8:46

8 JN-1 新井 大輝 群馬 小坂 典嵩 愛知 ＡＤＶＡＮ　ＫＹＢ　ＡＭＳ　ＳＴＩ 8:47

5 JN-1 新井 敏弘 群馬 田中 直哉 長野 富士スバル　ＡＭＳ　ＷＲＸ　ＳＴＩ 8:48

6 JN-1 奴田原 文雄 北海道 東 駿吾 東京 ADVAN KTMS GRヤリス 8:49

4 JN-1 鎌田 卓麻 北海道 松本 優一 群馬 WinmaX　DLｼﾑｽ　WRX　STI 8:50

14 JN-2 Heikki Kovalainen東京 北川 紗衣 北海道 AICELLOラックDL速心GT８６R３ 8:51

3 JN-1 柳澤 宏至 群馬 保井 隆宏 神奈川 ADVAN CUSCO FABIA R5 8:52

10 JN-1 小濱 勇希 埼玉 加勢 直毅 群馬 DUNLOP CUSCO ヤリスGR4 8:53

7 JN-1 眞貝 知志 愛知 安藤 裕一 愛知 GR YARIS　GR4　Rally 8:54

21 JN-3 鈴木 尚 神奈川 山岸 典将 千葉 スマッシュDL itzzコマツBRZ 8:55

15 JN-2 中平 勝也 東京 島津 雅彦 千葉 DL SYMS R-ART 86 R3 8:56

20 JN-3 長﨑 雅志 愛知 秋田 典昭 愛知 NTP-G　NAVUL　８６ 8:57

19 JN-3 大竹 直生 大阪 藤田 めぐみ 福岡 ADVAN　KTMS　ヌタハラRS８６ 8:58

9 JN-1 山本 悠太 愛知 立久井 和子 東京 Sammy☆K１☆ルブロスYHGRヤリス 8:59

12 JN-1 徳尾 慶太郎 福岡 石田 一輝 埼玉 クスコDLitzzフォルテックGRヤリス 9:00

11 JN-1 泉 陽介 福岡 石原 宗典 福岡 DLitzzクスコセノーテＴＷＲランサー 9:01

22 JN-3 山口 清司 愛知 丸山 晃助 広島 jmsエナペタルADVAN久與８６ 9:02

24 JN-3 竹内 源樹 群馬 木村 悟士 群馬 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ 9:03

23 JN-3 曽根 崇仁 山口 竹原 静香 栃木 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 9:04

18 JN-2 石井 宏尚 愛知 竹下 紀子 北海道 CUSCO DL LEXUS RC F 9:05

30 JN-5 天野 智之 愛知 井上 裕紀子 愛知 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS 9:06

34 JN-5 大倉 聡 愛知 豊田 耕司 北海道 LUCK Ｖｉｔｚ 9:07

27 JN-4 岡田 孝一 福岡 河本 拓哉 広島 キーストーンナビゲーターＤＬスイフト 9:08

28 JN-4 鮫島 大湖 愛知 船木 佐知子 愛知 el・DL・正和・ANIKI　スイフト　 9:09

31 JN-5 小川 剛 佐賀 梶山 剛 広島 itzz DL BRIDE AN Fit 9:10

33 JN-5 内藤 学武 東京 小藤 桂一 東京 KYB DUNLOP YARIS　ＣＶＴ 9:11

32 JN-5 渡部 哲成 栃木 佐々木 裕一 長崎 KYB DUNLOP YARIS 9:12

16 JN-2 中村 英一 愛知 大矢 啓太 愛知 NTP-G　NAVUL　Vitz 9:13

13 JN-1 小泉 敏志 京都 清水 昭一 京都 DUNLOPドリームドライブGRヤリス 9:14

26 JN-4 香川 秀樹 愛知 松浦 俊郎 三重 DLテインBRIG鋳造魂JPCシビック 9:15

39 JN-6 山本 雄紀 京都 井上 草汰 神奈川 KYB DL ヤリス 9:16

36 JN-5 本名 修也 東京 湊 比呂美 東京 AMAZEMENT∞デミオⅡ 9:17

38 JN-6 海老原 孝敬 千葉 原田 晃一 千葉 スマッシュ　DL　itzz　ヴィッツ 9:18

35 JN-5 鷲尾 俊一 神奈川 内田 園美 静岡 アストラルDLワコーittzデミオ 9:19

37 JN-6 水原 亜利沙 埼玉 美野 友紀 広島 DUNLOP　CUSCO　YARIS 9:20

※ 42 OP-2 三枝 聖弥 岐阜 石田 裕一 神奈川 名古屋スバル ラック ＤＬ ＷＲＸ 9:25

44 OP-1 佐藤 ｾﾙｹﾞｲﾋﾞｯﾁ 東京 明治 慎太郎 神奈川 結婚の学校・サムライスピードトヨタ86 9:26

43 OP-1 桝井 和寛 奈良 マクリン大地 滋賀 K&N SPORT ルノールーテシア 9:27

※については再車両検査の合格を条件とする。


