
11/21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 崎原 朝一郎 ｻｷﾊﾗ ﾁｮｳｲﾁﾛｳ B－２６ 加藤 大 ｶﾄｳ ﾀﾞｲ ＣＴ－１ 園田 悠貴 ｿﾉﾀﾞ ﾕｳｷ

Ａ－２ 上嶋 隆寛 ｳｴｼﾏ ﾀｶﾋﾛ B－２７ 竹下 都多夫 ﾀｹｼﾀ ﾂﾀｵ ＣＴ－２ 鍋島 孝顕 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾀｶｱｷ

Ａ－３ 佐藤 広志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ B－２８ 池見 大樹 ｲｹﾐ ﾀﾞｲｷ ＣＴ－３ 吉村 信賢 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｹﾝ

Ａ－４ 山田 智裕 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ B－２９ 山田 真二 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ ＣＴ－４ 林 栄治 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞ

Ａ－５ 鈴木 武 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ B－３０ 木戸 慎太郎 ｷﾄﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ＣＴ－５ 深浦 修 ﾌｶｳﾗ ｵｻﾑ

Ａ－６ 浅井 重光 ｱｻｲ ｼｹﾞﾐﾂ B－３１ 坂口 毅 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｹｼ ＣＴ－６ 廣 鉄夫 ﾋﾛ ﾃﾂｵ

Ａ－７ 内山 誠 ｳﾁﾔﾏ ﾏｺﾄ B－３２ 岩猿 幸治 ｲﾜｻﾙ ｺｳｼﾞ ＣＴ－７ 廣 文太朗 ﾋﾛ ﾌﾞﾝﾀﾛｳ

Ａ－８ 津留崎 晋 ﾂﾙｻｷ ｽｽﾑ B－３３ 枝元 幸誠 ｴﾀﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ ＣＴ－８ 深浦 祥大 ﾌｶｳﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ

Ａ－９ 高山 優三 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｿﾞｳ B－３４ 畑田 雅紹 ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻｱｷ ＣＴ－９ 石橋 剛 ｲｼﾊﾞｼ ﾂﾖｼ

Ａ－１０ 吉田 孝 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ B－３５ 小出水 雅弘 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ ＣＴ－１０ 綱 康行 ﾂﾅ ﾔｽﾕｷ

Ａ－１１ 土井 隆平 ﾄﾞｲ ﾘｭｳﾍｲ B－３６ 西 昭人 ﾆｼ ｱｷﾋﾄ ＣＴ－１１ 田中 博教 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ

Ａ－１２ 横山 和典 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ B－３７ 潮﨑 由裕 ｼｵｻｷ ﾖｼﾋﾛ ＣＴ－１２ 中村 泰明 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ

Ａ－１３ 吉澤 岳志 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ B－３８ 是永 高志 ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｶｼ ＣＴ－１３ 田中 宏尚 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ

Ａ－１４ 吉浦 武 ﾖｼｳﾗ ﾀｹｼ B－３９ 安藤 和浩 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ ＣＴ－１４ 久世 高寛 ｸｾﾞ ﾀｶﾋﾛ

Ａ－１５ 谷 誠 ﾀﾆ ﾏｺﾄ B－４０ 中里 清久 ﾅｶｻﾞﾄ ｷﾖﾋｻ ＣＴ－１５ 甲斐 仁美 ｶｲ ﾋﾄﾐ

Ａ－１６ 岡本 周平 ｵｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ B－４１ 大穂 勝利 ｵｵﾎ ｶﾂﾄｼ ＣＴ－１６ 小野田 顕 ｵﾉﾀﾞ ｹﾝ

Ａ－１７ 馬場 俊英 ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ B－４２ 栗原 光晴 ｸﾘﾊﾗ ﾐﾂﾊﾙ ＣＴ－１７ 伊藤 誠之 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ

Ａ－１８ 川浪　淳博 ｶﾜﾅﾐ　ｱﾂﾋﾛ B－４３ 岸 博之 ｷｼ ﾋﾛﾕｷ ＣＴ－１８ 谷口 丈二 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ

Ａ－１９ B－４４ 赤木 一二三 ｱｶｷﾞ ｶｽﾞﾌﾐ ＣＴ－１９ 吉津 弘騎 ﾖｼﾂﾞ ﾋﾛｷ

Ａ－２０ B－４５ 糸山 隆司 ｲﾄﾔﾏ ﾀｶｼ ＣＴ－２０ 海田 光織 ｶｲﾀ ﾐｵﾘ

Ａ－２１ B－４６ 甲斐 直樹 ｶｲ ﾅｵｷ ＣＴ－２１

Ａ－２２ B－４７ 永松 一 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ ＣＴ－２２

Ａ－２３ B－４８ 安永 正広 ﾔｽﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ ＣＴ－２３

Ａ－２４ B－４９ 清永 誠 ｷﾖﾅｶﾞ ﾏｺﾄ ＣＴ－２４

Ａ－２５ B－５０ 光安 汰樹 ﾐﾂﾔｽ ﾀｲｷ ＣＴ－２５

Ｂ－１ 大城 啓 ｵｵｼﾛ ﾋﾗｸ Ｃ－１ 合原 秀治 ｺﾞｳﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ

Ｂ－２ 村田 国和 ﾑﾗﾀ ｸﾆｶｽﾞ Ｃ－２ 木村 貴寛 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ※WEBエントリーシステムの不具合により

Ｂ－３ 小早川 茂文 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｼｹﾞﾌﾐ Ｃ－３ 大山 鐘望 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳﾎﾞｳ 　Ｃクラスのみ26名です。

Ｂ－４ 川内 宏明 ｶﾜｳﾁ ﾋﾛｱｷ Ｃ－４ 森田 泰行 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾕｷ

Ｂ－５ 木村 克清 ｷﾑﾗ ｶﾂｷﾖ Ｃ－５ 前田 真吾 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｺﾞ

Ｂ－６ 深川 真由美 ﾌｶｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ Ｃ－６ 小林 英雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

Ｂ－７ 立石 幸司 ﾀﾃｲｼ ｺｳｼﾞ Ｃ－７ 内田 航輝 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｷ

Ｂ－８ 緒方 正和 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ Ｃ－８ 武末　健 ﾀｹｽｴ　ﾀｹｼ

Ｂ－９ 豊田 力年 ﾄﾖﾀ ﾁｶﾄｼ Ｃ－９ 下尾 康仁 ｼﾓｵ ﾔｽﾋﾄ

Ｂ－１０ 池辺 嘉洋 ｲｹﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ Ｃ－１０ 高松 謙一 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｲﾁ

Ｂ－１１ 宮地 雅文 ﾐﾔﾁ ﾏｻﾌﾐ Ｃ－１１ 松川 浩 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾛｼ

Ｂ－１２ 川内 志馬 ｶﾜｳﾁ ｼｳﾏ Ｃ－１２ 米原 清文 ﾖﾈﾊﾗ ｷﾖﾌﾐ

Ｂ－１３ 津村 圭一 ﾂﾑﾗ ｹｲｲﾁ Ｃ－１３ 菊住 浩一 ｷｸｽﾞﾐ ｺｳｲﾁ

Ｂ－１４ 高崎 伸一郎 ﾀｶｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ Ｃ－１４ 国浜 光浩 ｸﾆﾊﾏ ﾐﾂﾋﾛ

Ｂ－１５ 中嶋 拓海 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ Ｃ－１５ 重松 誠 ｼｹﾞﾏﾂ ﾏｺﾄ

Ｂ－１６ 井上 憲昌 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ Ｃ－１６ 井ノ上 亮太郎 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀﾛｳ

Ｂ－１７ 十川 昌也 ﾄｶﾞﾜ ﾏｻﾔ Ｃ－１７ 堀田 靖 ﾎｯﾀ ﾔｽｼ

Ｂ－１８ 宮下 明 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾗ Ｃ－１８ 井手 浩昭 ｲﾃﾞ ﾋﾛｱｷ

Ｂ－１９ 櫻谷 健治 ｻｸﾗﾔ ｹﾝｼﾞ Ｃ－１９ 中村 幸一 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ

Ｂ－２０ 合原 孝明 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ﾀｶｱｷ Ｃ－２０ 川野 啓太 ｶﾜﾉ ｹｲﾀ

Ｂ－２１ 石黒 文明 ｲｼｸﾞﾛ ﾌﾐｱｷ Ｃ－２１ 内山 忠行 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾀﾞﾕｷ

Ｂ－２２ 藤井 日出夫 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞｵ Ｃ－２２ 高内 和也 ﾀｶｳﾁ ｶｽﾞﾔ

Ｂ－２３ 小石田 稔秋 ｺｲｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ Ｃ－２３ 西川 善章 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ

Ｂ－２４ 徳永 伸章 ﾄｸﾅｶﾞ ﾉﾌﾞｱｷ Ｃ－２４ 有江 正夫 ｱﾘｴ ﾏｻｵ

Ｂ－２５ 照内 直樹 ﾃﾙｳﾁ ﾅｵｷ Ｃ－２５ 松本 祐二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

Ｃ－２６ 都 秀吉 ﾐﾔｺ ﾋﾃﾞﾖｼ

2018年11月25日 KAZE SPA直入サーキットランフェスタ エントリーリスト


