
5月23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 織田 耕治 ｵﾀﾞ ｺｳｼﾞ Ｃ－１ 酒田 雅央 
ｻｶﾀ ﾏｻｵ  

Ａ－２ 廣岡 利理 ﾋﾛｵｶ ﾄｼﾏｻ Ｃ－２ 伊達 博文 ﾀﾞﾃ ﾋﾛﾌﾐ 

Ａ－３ 貞弘 雄介 ｻﾀﾞﾋﾛ ﾕｳｽｹ Ｃ－３ 園田 勝彦 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 

Ａ－４ 藤井 文生 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ Ｃ－４ 中村 泰明 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｱｷ 

Ａ－５ 神垣 佳典 ｶﾐｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ Ｃ－５ 古田 典明 ﾌﾙﾀ ﾉﾘｱｷ 

Ａ－６ 平川 辰也 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ Ｃ－６ 北山 実 
ｷﾀﾔﾏ ﾐﾉﾙ  

Ａ－７ 久米 章貴 ｸﾒ ﾉﾘﾀｶ Ｃ－７ 井上 仁成 ｲﾉｳｴ ｼﾞﾝｾｲ 

Ａ－８ Ｃ－８ 大和 賢二 ﾔﾏﾄ ｹﾝｼﾞ 

Ａ－９ Ｃ－９ 武田 陵汰 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ  

Ａ－１０ Ｃ－１０ 重光 宏則 ｼｹﾞﾐﾂ ﾋﾛﾉﾘ 

Ａ－１１ Ｃ－１１ 生熊 由実 ｲｸﾏ ﾕﾐ 

Ａ－１２ Ｃ－１２ 田野尻 祐介 ﾀﾉｼﾘ ﾕｳｽｹ 

Ａ－１３ Ｃ－１３ 井ノ上 亮太郎 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀﾛｳ 

Ａ－１４ Ｃ－１４ 福山 一男 ﾌｸﾔﾏ ｶｽﾞｵ 

Ａ－１５ Ｃ－１５ 櫻井 純一 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 

Ａ－１６ Ｃ－１６ 川野 啓太 ｶﾜﾉ ｹｲﾀ 

Ａ－１７ Ｃ－１７ 星原 秀樹 ﾎｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 

Ａ－１８ Ｃ－１８ 中島 弘 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛｼ 

Ａ－１９ Ｃ－１９ 勝田 純平 ｶﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 

Ａ－２０ Ｃ－２０ 井上 覚 
ｲﾉｳｴ ｻﾄﾙ  

Ａ－２１ Ｃ－２１ 
石川 和也  ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾔ 

Ａ－２２ Ｃ－２２ 福井 誠 ﾌｸｲ ﾏｺﾄ 

Ａ－２３ Ｃ－２３ 照屋 有司 ﾃﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 

Ａ－２４ Ｃ－２４ 木下 泰秀 ｷﾉｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 

Ａ－２５ Ｃ－２５ 田村 昂太 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 

Ｃ－２６ 中川 康弘 ﾅｶｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 

Ｂ－１ 石津 悠太  ｲｼﾂﾞ ﾕｳﾀ ＣＴ－１ 無藤 仁 ﾑﾄｳ ｼﾞﾝ 

Ｂ－２ 入江 太規 ｲﾘｴ ﾀｲｷ ＣＴ－２ 楢崎 信一郎 ﾅﾗｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 

Ｂ－３ 橋爪 隆 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶｼ  ＣＴ－３ 上野 清隆 ｳｴﾉ ｷﾖﾀｶ 

Ｂ－４ 斉藤 輪 ｻｲﾄｳ ﾘﾝ ＣＴ－４ 石橋 剛 ｲｼﾊﾞｼ ﾂﾖｼ 

Ｂ－５ 桑原 健一 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｲﾁ ＣＴ－５ 田中 博教 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 

Ｂ－６ 北川 敬志 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ ＣＴ－６ 宮崎 敏弘 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 

Ｂ－７ 亀崎 健太 ｶﾒｻﾞｷ ｹﾝﾀ ＣＴ－７ 住田 信夫 ｽﾐﾀ ﾉﾌﾞｵ 

Ｂ－８ 冨吉 竜太 ﾄﾐﾖｼ ﾘｭｳﾀ ＣＴ－８ 木下 廣治 ｷﾉｼﾀ ｺｳｼﾞ 

Ｂ－９ 辻 新一 ﾂｼﾞ ｼﾝｲﾁ ＣＴ－９ 髙瀬 丈仁 ﾀｶｾ ﾀｹﾋﾄ 

Ｂ－１０ 松熊 隆幸 ﾏﾂｸﾏ ﾀｶﾕｷ ＣＴ－１０

Ｂ－１１ 野上 智明 ﾉｶﾞﾐ ﾄﾓｱｷ ＣＴ－１１

Ｂ－１２ 中尾 淳 ﾅｶｵ ｱﾂｼ ＣＴ－１２

Ｂ－１３ 林 幸洋 ﾊﾔｼ ﾕｷﾋﾛ ＣＴ－１３

Ｂ－１４ 中村 正和 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ ＣＴ－１４

Ｂ－１５ 平川 由理 ﾋﾗｶﾜ ﾕｳﾘ ＣＴ－１５

Ｂ－１６ 片山 悠治 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ＣＴ－１６

Ｂ－１７ 佐土島 豊 ｻﾄﾞｼﾏ ﾕﾀｶ ＣＴ－１７

Ｂ－１８ 長濵 雅司 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾏｻｼ ＣＴ－１８

Ｂ－１９ 西川 善章 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ ＣＴ－１９

Ｂ－２０ 熊原 国明 ｸﾏﾊﾗ ｸﾆｱｷ ＣＴ－２０

Ｂ－２１ 木戸 慎太郎 ｷﾄﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ＣＴ－２１

Ｂ－２２ 高岡 央和 ﾀｶｵｶ ﾋｻｶｽﾞ ＣＴ－２２

Ｂ－２３ 中村 信文 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾌﾐ ＣＴ－２３

Ｂ－２４ 飯盛 英昭 ｲｻｶﾘ ﾋﾃﾞｱｷ ＣＴ－２４

Ｂ－２５ 末長 一樹 ｽｴﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ ＣＴ－２５

5月29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


