
11月23日時点

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 永井 敬人 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘﾋﾄ B－２６ 原田 豊寿 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾖﾋｻ ＣＴ－１ 白石 大樹 ｼﾗｲｼ　ﾋﾛｷ

Ａ－２ 藤井 文生 ﾌｼﾞｲ ﾌﾐｵ B－２７ 江口 裕貴 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｷ ＣＴ－２ 佐藤 賢二 ｻﾄｳ　ｹﾝｼﾞ

Ａ－３ 土井 隆平 ﾄﾞｲ ﾘｭｳﾍｲ B－２８ 岩永 良二 ｲﾜﾅｶﾞ ﾘｮｳｼﾞ ＣＴ－３ 小林 公之 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾐﾕｷ 

Ａ－４ 津留崎 晋 ﾂﾙｻｷ ｽｽﾑ B－２９ 渡邊 涼太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ ＣＴ－４ 五嶋 史朗 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ 

Ａ－５ 森本 秀治 ﾓﾘﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ B－３０ 森田 和也 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾔ ＣＴ－５ 津川 かずよ ﾂｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖ 

Ａ－６ 千布 祐市 ﾁﾌ ﾕｳｲﾁ B－３１ 平山 博文 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ ＣＴ－６ 鈴木 真実 ｽｽﾞｷ ﾏﾐ 

Ａ－７ 重松 昭彦 ｼｹﾞﾏﾂ ｱｷﾋｺ B－３２ 
林 博司  ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ ＣＴ－７ 財津 忠典 ｻﾞｲﾂ ﾀﾀﾞﾉﾘ 

Ａ－８ 太良 謙治 ﾀﾗ ｹﾝｼﾞ B－３３ 厚田 好則 ｱﾂﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ ＣＴ－８ 衛藤 誠司 ｴﾄｳ ｾｲｼﾞ 

Ａ－９ 青山 慎一郎 ｱｵﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ B－３４ 荒木 浩二 ｱﾗｷ ｺｳｼﾞ ＣＴ－９ 三浦 蒼人 ﾐｳﾗ ｱｵﾄ 

Ａ－１０ 植田 神一 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ B－３５ 井上 憲昌 ｲﾉｳｴ ｹﾝｼｮｳ ＣＴ－１０ 濱口 文治 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾌﾞﾝｼﾞ 

Ａ－１１ 浅井 重光 ｱｻｲ ｼｹﾞﾐﾂ B－３６ 所谷 昌幸 ﾄｺﾛﾀﾞﾆ ﾏｻﾕｷ ＣＴ－１１ 古賀 悠平 ｺｶﾞ ﾕｳﾍｲ 

Ａ－１２ 仁木 翔太 ﾆｷ ｼｮｳﾀ B－３７ 松田 誠二 ﾏﾂﾀﾞ　ｾｲｼﾞ ＣＴ－１２ 伊藤 昭彦 ｲﾄｳ　ｱｷﾋｺ

Ａ－１３ 木下 元 ｷﾉｼﾀ ﾊｼﾞﾒ B－３８ 佐藤 和生 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ ＣＴ－１３ 中村 亮 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 

Ａ－１４ 福田 克弘 ﾌｸﾀ ｶﾂﾋﾛ B－３９ 是永 吉寛 ｺﾚﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ ＣＴ－１４ 藤林 直人 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 

Ａ－１５ 鈴木 武 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ B－４０ 左少 亮二 ｻｼｮｳ ﾘｮｳｼﾞ ＣＴ－１５ 松本 正和 ﾏﾂﾓﾄ　ﾏｻｶｽﾞ

Ａ－１６ 甲斐 直樹 ｶｲ　ﾅｵｷ B－４１ 木戸 慎太郎 ｷﾄﾞ ｼﾝﾀﾛｳ ＣＴ－１６ 添田 浩生 ｿｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 

Ａ－１７ 小島 健次郎 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ B－４２ 重松 昭太 ｼｹﾞﾏﾂ ｼｮｳﾀ ＣＴ－１７ 横大路 由佳里 ﾖｺｵｵｼﾞ ﾕｶﾘ 

Ａ－１８ 吉田 孝 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ B－４３ 先山 脩子 ｻｷﾔﾏ ﾅｵｺ ＣＴ－１８ 牟田 翼 ﾑﾀ ﾂﾊﾞｻ 

Ａ－１９ 畠中 光 ﾊﾀﾅｶ ﾋｶﾙ B－４４ 甲斐田 誠 ｶｲﾀﾞ ﾏｺﾄ ＣＴ－１９ 瀧上 新和 ﾀｷｶﾞﾐ ｼﾝﾜ 

Ａ－２０ 小旗 英知 ｺﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄﾓ B－４５ 中村 竹敏 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾄｼ ＣＴ－２０ 難波 彰布 ﾅﾝﾊﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 

Ａ－２１ B－４６ 隈井 拓弥 ｸﾏｲ ﾀｸﾔ ＣＴ－２１ 谷口 丈二 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ 

Ａ－２２ B－４７ 棚町 俊文 ﾀﾅﾏﾁ ﾄｼﾌﾐ ＣＴ－２２ 伊藤 誠之 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 

Ａ－２３ B－４８ 濱田 柊也 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｳﾔ ＣＴ－２３ 山内 清志 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖｼ 

Ａ－２４ B－４９ 林 清仁 ﾊﾔｼ ｷﾖﾋﾄ ＣＴ－２４ 門永 恭子 ｶﾄﾞﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 

Ａ－２５ B－５０ 江藤 孝司 ｴﾄｳ ｺｳｼﾞ ＣＴ－２５ 畑田 洋平 ﾊﾀﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 

Ｂ－１ 田川 要 ﾀｶﾞﾜ ｶﾅﾒ Ｃ－１ 井本 康二郎 ｲﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ 

Ｂ－２ 藤川 駿 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｭﾝ Ｃ－２ 岩本 岳史 ｲﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 

Ｂ－３ 古谷 昌裕 ﾌﾙﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ Ｃ－３ 岩男 篤志 ｲﾜｵ ｱﾂｼ 

Ｂ－４ 村田 国和 ﾑﾗﾀ ｸﾆｶｽﾞ Ｃ－４ 渡壁 義人 ﾜﾀｶﾍﾞ ﾖｼﾄ 

Ｂ－５ 渡辺 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ Ｃ－５ 松本 晋一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 

Ｂ－６ 田村 光司 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ Ｃ－６ 松山 隆之 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 

Ｂ－７ 高橋 雄貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ Ｃ－７ 前田 篤司 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 

Ｂ－８ 北川 敬志 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ Ｃ－８ 松山 勝徳 ﾏﾂﾔﾏ　ｶﾂﾉﾘ

Ｂ－９ 合原 秀治 ｺﾞｳﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ Ｃ－９ 石丸 秀人 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾄ 

Ｂ－１０ 高崎 伸一郎 ﾀｶｻｷ　ｼﾝｲﾁﾛｳ Ｃ－１０ 佐藤 啓祐 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 

Ｂ－１１ 山口 孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ Ｃ－１１ 石橋 剛 ｲｼﾊﾞｼ ﾂﾖｼ 

Ｂ－１２ 西川 善章 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ Ｃ－１２ 川上 泰弘 ｶﾜｶﾐ ﾔｽﾋﾛ 

Ｂ－１３ 宮本 正次郎 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ Ｃ－１３ 高内 和也 ﾀｶｳﾁ ｶｽﾞﾔ 

Ｂ－１４ 福山 一男 ﾌｸﾔﾏ　ｶｽﾞｵ Ｃ－１４ 綱 康行 ﾂﾅ ﾔｽﾕｷ 

Ｂ－１５ 石黒 文明 ｲｼｸﾞﾛ ﾌﾐｱｷ Ｃ－１５ 阿部 剛志 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 

Ｂ－１６ 松尾 兼也 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾔ Ｃ－１６ 柏木 翔湖 ｶｼﾜｷﾞ ｼｮｳｺﾞ 

Ｂ－１７ 今井 一登 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾄ Ｃ－１７ 宮地 雅文 ﾐﾔﾁ ﾏｻﾌﾐ 

Ｂ－１８ 松熊 隆幸 ﾏﾂｸﾏ ﾀｶﾕｷ Ｃ－１８ 古庄 強介 ﾌﾙｼｮｳ ｷｮｳｽｹ 

Ｂ－１９ 山村 勝行 ﾔﾏﾑﾗ ｶﾂﾕｷ Ｃ－１９ 秋山 洸介 ｱｷﾔﾏ ｺｳｽｹ 

Ｂ－２０ 首藤 央久 ｼｭﾄｳ ﾃﾙﾋｻ Ｃ－２０ 神島 裕二 ｶﾐｼﾏ ﾕｳｼﾞ 

Ｂ－２１ 安藤 和浩 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ Ｃ－２１ 中島 宏伸 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 

Ｂ－２２ 足立 健一 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｲﾁ Ｃ－２２ 松嶋 健二 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝｼﾞ 

Ｂ－２３ 渡辺 竜也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ Ｃ－２３ 
川口 春輝  ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 

Ｂ－２４ 上原 崇 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ Ｃ－２４ 田中 真一郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 

Ｂ－２５ 末武 章吾 ｽｴﾀｹ ｼｮｳｺﾞ Ｃ－２５ 後藤 敏徳 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 

2020年11月29日（日）第3回 KAZE SPA直入サーキットランフェスタ エントリーリスト


