
 

ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン 氏　名氏　名氏　名氏　名 クラスクラスクラスクラス 車両型式車両型式車両型式車両型式 ベストラップ ニックネームニックネームニックネームニックネーム

95959595 外崎 高広外崎 高広外崎 高広外崎 高広 スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル JZA80 ０１’０５”６９０ MAKE-UP  スープラ ver３

10101010 小杉 博一小杉 博一小杉 博一小杉 博一 スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル FD3S ０１’０６”４４７ MAKE-UP  FD3S

88888888 関谷 輝明関谷 輝明関谷 輝明関谷 輝明 スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル BNR34 ０１’０６”７９２ ライズアップ 34R

57575757 武田 裕一武田 裕一武田 裕一武田 裕一 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル FC3S ０１’０８”７７７ 武ちゃん

83838383 西村 侯紀西村 侯紀西村 侯紀西村 侯紀 スペシャルスペシャルスペシャルスペシャル GC8 ０１’０９”３０３ ニッシー＠GC8

81818181 赤石 一実赤石 一実赤石 一実赤石 一実 ミドルミドルミドルミドル S14 ０１’１０”５８６ シルビア

61616161 金子 知也金子 知也金子 知也金子 知也 ミドルミドルミドルミドル DC2 ０１’１０”７９１ ドリーム DIXCEL DC2

62626262 白鳥 敬人白鳥 敬人白鳥 敬人白鳥 敬人 ミドルミドルミドルミドル EK9 ０１’１１”０２０ たかぽん EK9

51515151 河村 俊之河村 俊之河村 俊之河村 俊之 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル DE3A ０１’１２”２７９ 代車桃Ｆ＠桃色会

59595959 伊藤 博志伊藤 博志伊藤 博志伊藤 博志 ミドルミドルミドルミドル DC2 ０１’１２”３５７ ドリーム　DC2

53535353 阿部 祐志阿部 祐志阿部 祐志阿部 祐志 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル BE5 ０１’１２”９４０ フェニックス レガシィ

56565656 飯田 直義飯田 直義飯田 直義飯田 直義 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル BE5 ０１’１３”０７７ れがぴー＠急参戦

58585858 目黒 久士目黒 久士目黒 久士目黒 久士 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル SA22C ０１’１３”１８２ メグちゃん

54545454 髙木  聡 髙木  聡 髙木  聡 髙木  聡 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル DE3A ０１’１３”４１３ さとちゃん FTO

60606060 上條 裕太上條 裕太上條 裕太上條 裕太 ミドルミドルミドルミドル BE5 ０１’１３”５２８ ドリーム　B4

80808080 稲村 隆浩稲村 隆浩稲村 隆浩稲村 隆浩 ミドルミドルミドルミドル AE86 ０１’１４”４６５ カローラ レビン

52525252 鳥海 祐介鳥海 祐介鳥海 祐介鳥海 祐介 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル JZX100 ０１’１４”６４１ かきみーら

55555555 武井 昌弘武井 昌弘武井 昌弘武井 昌弘 ビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドルビギナーミドル CF4 ０１’１８”４２３ 三印 WarpZone アコード

47474747 江口 政司江口 政司江口 政司江口 政司 ビギナービギナービギナービギナー ZC6 ０１’１９”０９２ BRZ

41414141 明瀬 龍一明瀬 龍一明瀬 龍一明瀬 龍一 ビギナービギナービギナービギナー BH5 ０１’２０”６３５ ワゴン兄弟　１号

45454545 大友 嗣佳大友 嗣佳大友 嗣佳大友 嗣佳 ビギナービギナービギナービギナー ST205 ０１’２１”０７７ ST-205

48484848 滝川 要平滝川 要平滝川 要平滝川 要平 ビギナービギナービギナービギナー EA11R ０１’２２”９４３ カプチーノ（17万キロ）

49494949 加藤 孝悦加藤 孝悦加藤 孝悦加藤 孝悦 ビギナービギナービギナービギナー HN22S ０１’２２”９８８ Ｋｅｉ

44444444  岡  正樹 岡  正樹 岡  正樹 岡  正樹 ビギナービギナービギナービギナー DE3A ０１’２３”３８９ 三台目FTO＠桃色会

46464646 石川 寿彰石川 寿彰石川 寿彰石川 寿彰 ビギナービギナービギナービギナー NB8C ０１’２３”４３６ OgiSuns NB

40404040 小倉 麻記子小倉 麻記子小倉 麻記子小倉 麻記子 ビギナービギナービギナービギナー BJFW ０１’２４”００９ まお＠白ファミゴン

50505050 阿部 孝太郎阿部 孝太郎阿部 孝太郎阿部 孝太郎 ビギナービギナービギナービギナー 932AXA ０１’２６”２３０ 出るピエロのアルファロメオ

43434343 鎌田 翔平鎌田 翔平鎌田 翔平鎌田 翔平 ビギナービギナービギナービギナー PP1 ０１’２８”１８１ beat 660

42424242 坂本 和久坂本 和久坂本 和久坂本 和久 ビギナービギナービギナービギナー H81W ０１’４３”６９２ ｅｋワゴン


