
4月18日現在

ｸﾗｽ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ ｸﾗｽ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ ｸﾗｽ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

Ａ－１ 鈴木 武 ｽｽﾞｷ　ﾀｹｼ B－２６ 吉澤 岳志 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ ＣＴ－１ 後藤 由香里 ｺﾞﾄｳ ﾕｶﾘ

Ａ－２ 新井 広甲 ｱﾗｲ　ﾋﾛｷ B－２７ 木下 正敏 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾄｼ ＣＴ－２ 田中 宏尚 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

Ａ－３ 浅井 重光 ｱｻｲ　ｼｹﾞﾐﾂ B－２８ 武内 敦史 ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ ＣＴ－３ 芳野 憲行 ﾖｼﾉ ﾉﾘﾕｷ

Ａ－４ 永井 敬人 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘﾋﾄ B－２９ 筒井 武晴 ﾂﾂｲ ﾀｹﾊﾙ ＣＴ－４ 中村 泰明 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ

Ａ－５ 津留崎 晋 ﾂﾙｻｷ ｽｽﾑ B－３０ 櫻谷 健治 ｻｸﾗﾔ ｹﾝｼﾞ ＣＴ－５ 安村 和希 ﾔｽﾑﾗ ｶｽﾞｷ

Ａ－６ 木下 元 ｷﾉｼﾀ ﾊｼﾞﾒ B－３１ 合原 孝明 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾀｶｱｷ ＣＴ－６ 重本 裕 ｼｹﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ

Ａ－７ 大賀 優 ｵｵｶﾞ ﾕｳ B－３２ 川上 大輔 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ ＣＴ－７ 久世 高寛 ｸｾﾞ ﾀｶﾋﾛ

Ａ－８ 藤田 基成 ﾌｼﾞﾀ ﾓﾄﾅﾘ B－３３ 徳永 伸章 ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾌﾞｱｷ ＣＴ－８ 小島 健次郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ

Ａ－９ 吉田 孝 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ B－３４ 木戸 慎太郎 ｷﾄﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ＣＴ－９ 安武 諒人 ﾔｽﾀｹ ﾘｮｳﾄ

Ａ－１０ 藤井 文生 ﾌﾞｼﾞｲ ﾌﾐｵ B－３５ 黒川 温広 ｸﾛｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ ＣＴ－１０ 廣瀬 玄修 ﾋﾛｾ ｹﾞﾝｼｭｳ

Ａ－１１ 本坊 淳悟 ﾓﾄﾎﾞｳ ｼﾞｭﾝｺﾞ B－３６ 髙 秀安 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾔｽ ＣＴ－１１ 竹之山 渡 ﾀｹﾉﾔﾏ ﾜﾀﾙ

Ａ－１２ 横山 勝秀 ﾖｺﾔﾏ ｶﾂﾋﾃﾞ B－３７ 井上 憲昌 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ ＣＴ－１２

Ａ－１３ 江原 政光 ｴﾊﾗ ﾏｻﾐﾂ B－３８ 石黒 文明 ｲｼｸﾞﾛ ﾌﾐｱｷ ＣＴ－１３

Ａ－１４ B－３９ 横溝 文宏 ﾖｺﾐｿﾞ ﾌﾐﾋﾛ ＣＴ－１４

Ａ－１５ B－４０ 澤永 和洋 ｻﾜﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＣＴ－１５

Ａ－１６ B－４１ 是永 吉寛 ｺﾚﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ ＣＴ－１６

Ａ－１７ B－４２ 土公 啓司 ﾄﾞｺｳ ｹｲｼﾞ ＣＴ－１７

Ａ－１８ B－４３ 辻 和也 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾔ ＣＴ－１８

Ａ－１９ B－４４ 野口 正信 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ ＣＴ－１９

Ａ－２０ B－４５ 梶谷 俊治 ｶｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝｼﾞ ＣＴ－２０

Ａ－２１ B－４６ 山口 信一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ ＣＴ－２１

Ａ－２２ B－４７ 古閑原 佑治 ｺｶﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ ＣＴ－２２

Ａ－２３ B－４８ 藤井 雅剛 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾀｶ ＣＴ－２３

Ａ－２４ B－４９ 松田 誠二 ﾏﾂﾀﾞ ｾｲｼﾞ ＣＴ－２４

Ａ－２５ B－５０ 船木 治 ﾌﾅｷ ｵｻﾑ ＣＴ－２５

Ｂ－１ 敷根 良成 ｼｷﾈ ﾖｼﾅﾘ Ｃ－１ 江上 威彦 ｴｶﾞﾐ ﾀｹﾋｺ （敬称略）

Ｂ－２ 上別府 伸幸 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ﾉﾌﾞﾕｷ Ｃ－２ 上野 盛生 ｳｴﾉ ﾓﾘｵ

Ｂ－３ 宮本 正次郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ Ｃ－３ 織田 耕治 ｵﾀﾞ ｺｳｼﾞ

Ｂ－４ 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ Ｃ－４ 石津 悠太 ｲｼﾂﾞ ﾕｳﾀ

Ｂ－５ 平山 博文 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ Ｃ－５ 田中 啓明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ

Ｂ－６ 川内 宏明 ｶﾜｳﾁ ﾋﾛｱｷ Ｃ－６ 福田 光志 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼ

Ｂ－７ 竹下 学 ﾀｹｼﾀ ﾏﾅﾌﾞ Ｃ－７ 大山 鐘望 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳﾎﾞｳ

Ｂ－８ 甲斐 浩一 ｶｲ　ｺｳｲﾁ Ｃ－８ 米原 清文 ﾖﾈﾊﾗ ｷﾖﾌﾐ

Ｂ－９ 神垣 佳典 ｶﾐｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ Ｃ－９ 田中 航平 ﾀﾅｶ　ｺｳﾍｲ

Ｂ－１０ 岩切 勝 ｲﾜｷﾘ ﾏｻﾙ Ｃ－１０ 松川 浩 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾛｼ

Ｂ－１１ 中野 浩二 ﾅｶﾉ ｺｳｼﾞ Ｃ－１１ 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ

Ｂ－１２ 太良 謙治 ﾀﾗ ｹﾝｼﾞ Ｃ－１２ 米田 伸二 ﾖﾈﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

Ｂ－１３ 小田 清信 ｵﾀﾞ ｷﾖﾉﾌﾞ Ｃ－１３ 田川 加津佐 ﾀｶﾞﾜ ｶﾂﾞｻ

Ｂ－１４ 宮地 雅文 ﾐﾔﾁ ﾏｻﾌﾐ Ｃ－１４ 津江本 滉 ﾂｴﾓﾄ ｱｷﾗ

Ｂ－１５ 林 博司 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ Ｃ－１５ 荒谷 哲昭 ｱﾗﾀﾆ ﾃﾂｱｷ

Ｂ－１６ 川内 志馬 ｶﾜｳﾁ ｼｳﾏ Ｃ－１６ 谷 誠 ﾀﾆ ﾏｺﾄ

Ｂ－１７ 二宮 康明 ﾆﾉﾐﾔ ﾔｽｱｷ Ｃ－１７ 末益 伸二 ｽｴﾏｽ ｼﾝｼﾞ

Ｂ－１８ 光山 慎二 ﾐﾂﾔﾏ ｼﾝｼﾞ Ｃ－１８ 緒方 茂樹 ｵｶﾞﾀ ｼｹﾞｷ

Ｂ－１９ 千布 祐市 ﾁﾌ ﾕｳｲﾁ Ｃ－１９ 川山 裕司 ｶﾜﾔﾏ ﾋﾛｼ

Ｂ－２０ 長野 泰樹 ﾅｶﾞﾉ ﾀｲｼﾞｭ Ｃ－２０ 安永 三佳 ﾔｽﾅｶﾞ ﾐｶ

Ｂ－２１ 田川 要 ﾀｶﾞﾜ ｶﾅﾒ Ｃ－２１ 内田 りお ｳﾁﾀﾞ ﾘｵ

Ｂ－２２ 宇江田 英治 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ Ｃ－２２ 福井 誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ

Ｂ－２３ 桑原 健一 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｲﾁ Ｃ－２３ 加藤 大 ｶﾄｳ ﾀﾞｲ

Ｂ－２４ 小早川 茂文 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｼｹﾞﾌﾐ Ｃ－２４ 徳重 良治 ﾄｸｼｹﾞ ﾘｮｳｼﾞ

Ｂ－２５ 伊藤 啓一 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ Ｃ－２５ 山田 智裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

2018年4月29日（日）KAZE SPA直入サーキットランフェスタ


