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番号 Ｗ 名前 車名 型式 クラス エントリーネーム 参加回数

0 東　毅 インテグラ ＤＣ2 fwd コースクリアｂｙカーショップルマン 多

1 蓬茨　英隆 AZ-1 PG6SA ｋ トラップ賢隆寺AZ-1 9

2 沼口　和己 ヴィヴィオ KK4 ｋ fORfLAT☆千早号弐式 2

3 鈴木　弥一 パルサー RNN14 awd 禁書目録過密日程パルサー 初

4 陶山　明雄 ギャラン E38A awd そろそろ寿命か？過走行ギャラン 10

5 30 島田　学 ランサー CE9A awd シュウマツ写真館ランサー 5

6 清水　孝夫 ランサー CZ4A awd ノーテックたまご無しオートマ通勤ランサー 初

7 山下　和也 インプレッサ GC8 awd ヨハ・ビンクネンGC8 初

8 大原　康司 ランサー CE9A awd 泥つきランサー 6

9 徳能　大輔 インプレッサ GDB awd 樋口鍼灸院インプレッサVer2.5 6

10 清水　祥悟 コルト Z27AG fwd 涼乃コルト 初

11 古橋　範雄 ルノー　メガーヌＲＳ MF４R2 fwd 初音R PMT（ペリーヌまじ天使）！ペリーヌRS 2

12 五十嵐　貴充 デミオ DY5W fwd デミ男 初

13 39 日比　久男 ミラージュ CJ4A fwd 樋口鍼灸院ミラージュ 2

14 西村　修 シティ GA2 fwd ルマン畠山印刷ＯＮ！シティ 多

15 前後　勝也 インテグラ ＤＣ2 fwd ぜんテグラタイプめー（0忘却） 2

16 土岐　武也 インテグラ ＤＣ2 fwd アルファロメオ　ジュリエッタ 6

17 長岡　卓司 ルノー５ 822000 rwd 昨年は沢山の方に助けて頂き有難う御座いますサンク 4

18 鈴木　敬一 トヨタ８６ ZN6 rwd （ああ、新型キター！） 2

19 佐藤　潤 BMW M3 ？ rwd マークⅢ 6

20 三芳　哲也 ロータス　エキシージ 1117 rwd （お名前が漏れてます！） 4

21 森口　諭 バーキン7 不明 rwd TCR☆７＠もうすぐ２０歳 多

22 西田　真太郎 ロータスエキシージSPP rwd SEIKEN EXIGE 2

23 吉田　辰美 バーキン 不明 rwd ゴージャスセブン 2

24 43 石垣　進一 スーパー7 rwd カールおじさんSEVEN 多

25 佐次本　剛 シルビア S15 rwd サジビア 初

26 柑子木　一彰 シルビア PS13 rwd ホンダシルビア 5

27 蓬茨　夕美 AZ-1 PG6SA ｋ グルS・PRS・賢隆寺・勝にゃんこ・AZ-1 2

28 愛知　佳介 ランサー CT9A awd 槍騎兵ヘボリューションQ 初

29 梅本　佳史 インプレッサ GDA awd GDAでもいいじゃない！ 初

30 5 馬場　孝一 ランサー CE9A awd とある倶楽部の放置車両＠でも俺の嫁なんだからね！

31 東松　晃司 インプレッサ GDBG awd とある深蒼の悪路王（しんそうのラリーカー） 3

32 稲垣　穣 ギャラン E38A awd 二度目の遷宮を体験するギャラン 24

33 武田　延亮 ランサー CT9A awd チェリッシュストウィランサー 初

34 中村　慶和 インプレッサ GDB awd （参加名が萌えて、いえ、漏れています。） 22

35 竜田　健 インプレッサ GC8 awd これ、いつ逝くんですか？今でしょ！GC8 25

36 大橋　慎也 FTO DE3A fwd 天子号 初

37 川島　浩史 スターレット EP91 fwd 幻想郷ラリースターレット 2

38 坂口　進 ストーリア M101S fwd DB去年の分まで！！ストーリア 3

39 13 小川　伸司 ミラージュ CJ4A fwd 樋口鍼灸院ミラージュ(仮） 2

40 保田　将史 シビック EK4 fwd シロキヤあいときシビック 2

41 齋藤　伸司 インテグラ ＤＣ2 fwd （ほら、早く申込書出しなさいよ！） 多

42 畠山　純綱 インテグラ ＤＣ2 fwd TOYBOXルマンインテグラ 多

43 24 石垣久美子 スーパー７ rwd カールおじさんSEVEN 8

44 鈴木　マコト カプチーノ EA11R rwd カプチーノ微糖 多

45 愛葉　直行 ベック rwd （お名前が漏れてます！） 5

46 山川　善信 BRZ ZC6 rwd 3

47 山田　千広 エリーゼ　エキシージ 2ZZ rwd 山ちゃんイケイケエキシージ 6

48 浅野　智宏 ロータス　エリーゼ 111 rwd エリーゼット２ 初

49 鈴木　正敏 ロータス　エリーゼ 1117 rwd イエローバード 6

50 中島　興雄 ロータス　エキシージ 1117 rwd 老体にムチを！ ？

51 山本　磨美 ワンビア PS13 rwd むらさきなワンビア 初

52 小林　準也 マークⅡ ｊｚｘ110 rwd やっぱ屋根開き、4ドア、オートマ 7

53 林　拓矢 アルテッツア SXE10 rwd （凄いドリフトをして、降りてくると凄く腰の低いあの人今 ？

54 片桐　健二郎 23Ｋ 23Ｋ rwd （体調復活！？） 5

※クラス区分について 本日の賞

ＡＷＤ 全輪駆動 各駆動方式クラス1～3位　楯※ チーム戦　優勝チーム　拡大写真

ＦＷＤ 前輪駆動 大痛賞　（当日説明） 以下　全員に参加賞

ＲＷＤ 後輪駆動 敢闘賞　（当日判断） 人間ジムカーナ賞

Ｋ 軽自動車 ドリフト賞　（当日判明） ※Kクラスは1位のみとなります。

☆名前の漏れや誤りなどございましたらお知らせ下さい。受理書は２３日発送予定です。

☆ゼッケン＝出走順です。26-27の間で、前半後半のオフィシャル入替の為、インターバルがあります。

☆当日はオフィシャルの人数に余裕がありません。場内はコース退場口側から進入口側への一方通行をお願いします。

☆当日昼食は、スタッフオンラリーサービス南谷亭より出店があります。焼きそば、どて丼、串かつ等を予定しています。

ぜひ、御賞味下さい。飲料も格安提供の予定です。

☆午前１午後2ヒートの後、名物人間Ｇ、表彰式、記念撮影の予定です。ぜひ最後までお付き合い下さい。

また、ご案内の通り、終了後はコースにて打ち上げ二次会を予定いたしております。食べ放題飲み放題で1000円。

昨年も大変好評でした。こちらもぜひ御参加下さい。（二次会は当日参加も対応します。）

☆その他御意見、御要望などお気軽にお寄せ下さいませ。


