
10月31日現在

ｸﾗｽ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ ｸﾗｽ 名前 ﾌﾘｶﾞﾅ

Ａ－１ 林 幸洋 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋﾛ Ｃ－１ 中島 弘 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ

Ａ－２ 山田 智裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ Ｃ－２ 林 一成 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ

Ａ－３ 山口 靖典 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ Ｃ－３ 渋谷 立 ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳ

Ａ－４ 戸田 智宏 ﾄﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ Ｃ－４ 斉藤 輪 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ

Ａ－５ 貞弘 雄介 ｻﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｽｹ Ｃ－５ 伊達 博文 ﾀﾞﾃ ﾋﾛﾌﾐ

Ａ－６ 木村 嘉明 ｷﾑﾗ ﾖｼｱｷ Ｃ－６ 重光 宏則 ｼｹﾞﾐﾂ ﾋﾛﾉﾘ

Ａ－７ 上嶋 隆寛 ｳｴｼﾏ ﾀｶﾋﾛ Ｃ－７ 山口 貴志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

Ａ－８ 藤井 文生 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ Ｃ－８ 別府 信一 ﾍﾞｯﾌﾟ ｼﾝｲﾁ

Ａ－９ 高橋 徹也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ Ｃ－９ 田村 昂太 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ

Ａ－１０ 江原 政光 ｴﾊﾗ ﾏｻﾐﾂ Ｃ－１０ 後藤 寛直 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾅｵ

Ａ－１１ 米田 博文 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ Ｃ－１１ 中山 耕治 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ

Ａ－１２ 柿原 直 ｶｷﾊﾗ ｽﾅｵ Ｃ－１２ 田中 豪 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ

Ａ－１３ 副島 淳平 ｿｴｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ Ｃ－１３ 都 秀吉 ﾐﾔｺ ﾋﾃﾞﾖｼ

Ａ－１４ 有馬 祐一朗 ｱﾘﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ Ｃ－１４ 大林 英信 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ

Ａ－１５ 有吉 茂 ｱﾘﾖｼ ｼｹﾞﾙ Ｃ－１５ 大和 賢二 ﾔﾏﾄ ｹﾝｼﾞ

Ａ－１６ Ｃ－１６

Ａ－１７ Ｃ－１７

Ａ－１８ Ｃ－１８

Ａ－１９ Ｃ－１９

Ａ－２０ Ｃ－２０

Ａ－２１ Ｃ－２１

Ａ－２２ Ｃ－２２

Ａ－２３ Ｃ－２３

Ａ－２４ Ｃ－２４

Ａ－２５ Ｃ－２５

Ｂ－１ 佐土島 豊 ｻﾄﾞｼﾏ ﾕﾀｶ ＣＴ－１ 牧 貴宏 ﾏｷ ﾀｶﾋﾛ

Ｂ－２ 下村 尚生 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｵ ＣＴ－２ 宮崎 敏弘 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ

Ｂ－３ 丸井 芳和 ﾏﾙｲ ﾖｼｶｽﾞ ＣＴ－３ 中村 泰明 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ

Ｂ－４ 飯盛 英昭 ｲｻｶﾘ ﾋﾃﾞｱｷ ＣＴ－４ 辻 新一 ﾂｼﾞ ｼﾝｲﾁ

Ｂ－５ 吉田 明子 ﾖｼﾀﾞ ｱｷｺ ＣＴ－５ 石川 和也 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ

Ｂ－６ 石津 悠太 ｲｼﾂﾞ ﾕｳﾀ ＣＴ－６ 百田 隆二 ﾓﾓﾀ ﾘｭｳｼﾞ

Ｂ－７ 十川 昌也 ﾄｶﾞﾜ ﾏｻﾔ ＣＴ－７ 渡辺 直行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾕｷ

Ｂ－８ 宇江田 英治 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＣＴ－８ 古田 典明 ﾌﾙﾀ ﾉﾘｱｷ

Ｂ－９ 中尾 淳 ﾅｶｵ ｱﾂｼ ＣＴ－９ 園田 悠貴 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳｷ

Ｂ－１０ 神垣 佳典 ｶﾐｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ ＣＴ－１０ 式町 徹郎 ｼｷﾏﾁ ﾃﾂﾛｳ

Ｂ－１１ 桑原 健一 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｲﾁ ＣＴ－１１ 片渕 諒 ｶﾀﾌﾁ ﾏｺﾄ

Ｂ－１２ 末長 一樹 ｽｴﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ ＣＴ－１２ 岡田 尚樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ

Ｂ－１３ 松熊 隆幸 ﾏﾂｸﾏ ﾀｶﾕｷ ＣＴ－１３ 井上 覚 ｲﾉｳｴ ｻﾄﾙ

Ｂ－１４ 田中 猛 ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ ＣＴ－１４ 飯尾 知久 ｲｲｵ ﾄﾓﾋｻ

Ｂ－１５ 橋爪 隆 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ ＣＴ－１５

Ｂ－１６ 谷 誠 ﾀﾆ ﾏｺﾄ ＣＴ－１６

Ｂ－１７ 小島 健次郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ ＣＴ－１７

Ｂ－１８ 坂本 大季 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ ＣＴ－１８

Ｂ－１９ 冨吉 竜太 ﾄﾐﾖｼ ﾘｭｳﾀ ＣＴ－１９

Ｂ－２０ 亀崎 健太 ｶﾒｻﾞｷ ｹﾝﾀ ＣＴ－２０

Ｂ－２１ 中村 正和 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ ＣＴ－２１

Ｂ－２２ 片山 悠治 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ＣＴ－２２

Ｂ－２３ 緒方 健太 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀ ＣＴ－２３

Ｂ－２４ 篠崎 寛宣 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＣＴ－２４

Ｂ－２５ ＣＴ－２５

11月7日（水）KAZE SPA直入ウェンズデーサーキットランフェスタ エントリーリスト


