
2014年JAF中国ダートトライアル選手権　第3戦
JMRC中国チャンピオンシリーズ第8戦
JMRC全国オールスター選抜　第3戦

CCMスペシャhステージ′ 14　臓

親催　巳: 2014年　5月11日

玉催者:　　カークラブ松江

開催壌所:テク=ツクステージタカタ

天　　候:　　味れ

路面状況:ドライ

P Nl

公取番号　　　　　　　　2014-4011

オーガナイザー

コード
32-006

スピード行事　　　　:ダートトライアル競技

競技会格式　　　　　　　　　　　　D

JI故(lTry) 疲��氏名 傀ｩ��4�8�7R�車名 ��G'彦盲��2TryTime 

1(2) �2�藤原祐-舶 髭E2�田中自動車DL岡歯科29FlT ��"��ゅCs��*02.12.320 

2(3) 迭�河野鉄平 �$4��ガレージノブKMデミオ ��"��ゅcC��*02,13.840 

3(5) 澱�山谷隆義 �$4��ペックワークスMKフィット ��"��偵s���*02.ー4.360 

4(4) �"�楠弘隆 �D胼��インディー力ジオ力★デミオ ��"��偵�c��*02.ー4.440 

5(1) ���松井繋往 �$4��RCHペックワークスFlT ��"��ｳゅ�S��*02.ー4.榔 

6(6) 釘�官本忠助 �&&2�DL.新栄.DXL.フィット ��"�#R緜3��*02.16.940 

#也(7Try) 疲��氏名 傀ｩ��4�8�7R�車名 ��G'稗�me �%G'彦悶��

1(2) ��"�軸木智矢 �6��ｸ8�8(984ﾈ�ｲ��DLItzzSPMインテグラ ��"��"��40 張�"��B韆Φ��

2(1) 亅��松岡健司 �44ﾒ�西日本三菱DLWMOLコルト ��"���縱���張�"��B繝s��

3(3) ����藤原崩己 部､ｲ�DL.だら-ずインテグラ ��"��"繝3��張�"��R纉���

4(4) 免ﾂ�栗栖正男 髭E2�TTS力ジオ力ミラージュ ��"��2縱���張�"��r�##��

5(5) ��b�織部貴広 部､ｲ�YJKLLDLみすずインテグラ ��"��2纉c��張�"��rﾃ3s��

6(ー2) ��r�恩EEl淳 ��4���AWフルモトSPMインテグラ ��"�#R經���張�"��ゅc3��

7(8) 唐�岩坂有洋 �5��ｵ&ﾅB�スピリットエクセスインテグラ ��"��r紊C��張�"��偵3���

8(9) ��2�谷口成治郎 鳩$2�谷口左官工業所スターレット ��"�#������張�"ﾃ�偵s���

9_(7) ��R�建部伸夫 番�48�)_｢�ら+;-FXP=1スターレット ��"��r�3s��張�"��ｳ����ｳ��

10(ll) ��B�藤井昏壮 髭E2�DL★BST☆TTSインテグラ ��"�(爾綛�ｳ��張�"��"經#��

ll(10) 湯�大谷裕 部､ｲ�DLトタルWM力ジオ力シビック ��"�#�縱S��張�"��2��S��

ー2(6) ����高橋義晴 �5�E(uEB�モナ-クRベアAWFインテグラ 張�"��b緜3���7�5�5(�ｸ5��

13く13) 途�上原秀夫 �6る|r�2飫��ウエチャン.ミラージュ ��"�#r��S��張�"��r纉c��

Jt也(灯ry) �'���氏名 傀ｩ��4�8�7R�車名 ��G'彦��ｶ�"�2TryTim8 

1(I) �#��西田ツカサ ���7D��上殿DLワコーズ中村インテグラ ��%��ゅ田��*02.03.420 

2(3) �#"�坂本章洋 稗ﾔ4Ф$U4��チエリツシュアドバンミラージュ ��"貳ﾂ縱C��*02.03.430 

3(4) �#2�裁本直也 葡�2�ナカムラ自エ☆上殿自☆シビック ��"��ｳB��c��*02.04.$30 

4(6) �#R�藤原康孝 ��ホンダロデオ.インテグラ ��"��Rﾃ3c��*02.06.050 

5(2) �#r�阿部浩一 覇$4ﾒ�メープルインテグラ ��"貳ﾂ紊C��*02.07.日0 

6(5) �#B�福島捷也 髭E2�山川表具よしだやインテグラ ��"��ｳX�ｳ����+02.07.210 

7(9) �#b�古賀恭平 番452�MCCSシビック 塔"�#r縱s��*02.07.810 

8(8) �#��井阪正則 �44��りんごカラーシビック ��"ﾃ�偵s���*02.08.840 

9(7) �#��河原誠 髭E2�シロヤギ.レキ車のミラージュ ��"��り�ｳ#��*02.ll.840 

() �#��太田智喜 番452�DLポロインテグラ508 儻8��b�不出走 

Px :Xはパイロンタッチの数

RWD ��
Jt吐(lTry) 疲��氏名 俶��ｸ4�8�7R�車名 勇G'稗�柵 �%G'彦彦覲�

1(1) �3B�渡濃雅文 �44��DL渡辺自動車MR2 ��"��B��α) 張�"��c#C��

2(2) �3b�矢野薄一郎 番�42�DLMOtySクスコTTS86 ��"��r縱���張�"ﾃ�偵3���

3(6) �32�山崎貴之 番�42�TTS★B8T★IMPREZA ��"�#B縱s��張�"��ｳ2纉C��

4(7) �3��山本剛 �$4��河野モ☆RCH☆BST☆RX7 ��"經"��#��張�"��H�3涛��

5(3) �3"�柵山修二 ��ﾄ2���トヨタカローラAE86 ��"�#��"羽��張�"��ｳR繝���

6(4) �3R�佐々木秦 髭E2�BSTレビン ��"�#"�����張�"��ｳb�(�ｳ��

7(5) �3��二宮鉄箆 番�42�FRインプレッサ ��"�#B�3���張�"��ゅ3s��

JII吐くtTr-/) 疲��氏名 傀ｩ�ｸ4�8�7R�車名 勇G'稗�れe �%G'彦��

1(1) 鉄"�三浦禎捷 覇$4ﾒ�のら犬にこちやん号ランサー ��ｨ爾經や�70 張��經B縱���

2(2) 鼎��大竹公ニ 髭E2�NETインプレッサ ��"ﾃ���(�R��張��經ゅcC��

3(8) 鼎B�片岡学 �44��DL.渡辺自動車.ランサー6 ��"��2經���張��經偵�s��

4(5) 鼎��井上庶 �$4��広島義圭興産G.ノブランサーⅩ ��"���緜���張��經偵ャ��

5(9) 鉄��加藤勝利 �4ﾕ48物.��CMSCDLイワネランサー ��"��B縱S��張�"�����s��

6(3) 鉄��清岡扱 �5��$稗�スピリウトDLランサ- 諜�"����#3����"����3#��

7(7) 鼎b�福島康平 �����2�プレジールTGMインプレッサ ��"��2�3���張�"����3S��

8(4) 鼎"�清水幸一 番�42�カーピットランサー5 張�"���紊�����"��"縱3��

9(6) 鼎R�青戸浩幸 髭E2��TTS力ジオカDLランサー速心 ��"��"紊S��張�"��爾經C��

10日0) 鼎2�倉本昌司 ��4��B�DL.SPM.AWFランサー ��"��B繝���張�"���緜#��

ll(日) 鼎r�織田一昭 �$4��RCHガレ-ジKnobランサー ��"��R紊�����

12(ー2) �3��山本勝也 番�42�カーピットランサーⅥ ��"��r��80 張�%��2經���

13(13) 鼎��尾高一郎 ��シ口ヤギ鳩同島あだなしランサー ��(�ｳ����20 張�"��r��s��

ー4() 鼎��森内秀治 ��FR���RベアDXL.SPMランサー �7�5�5(�ｸ5��張�"��ゅ#S��

15() �3r�古本義明 ��4���DL.SPM.AWFランサー �7�5�5"ﾘ5��張�"��ゅ3s��

16(14) �3��上谷英男 �4�2�愛借マリンサービスIRWランサ ��"��"��S��張�"��ゅ�#��

村政(tTry) 疲��氏名 傀ｩ�H4�8�7R�車名 ��G'彦匁R�2Tryl'irng 

1(4) 鉄R�鈴鹿浩昭 �5�ﾄ･&eB�ナカムラ日工☆上殿インテグラ ��"��ゅ�c��*02.02.1ー0 

2(2) 田B�重松良輔 髭E2�TTSよしだやKSGシビック ��"��b緜���*02.02.740 

3(8) 鉄��夏明成己 葡�2�広島自転シビック ��"��偵y4��*02.03.290 

4(3) 鉄��一柳豊 髭E2�DLMXitzzBSTシビック ��"��b繹�ｳ��*02.03.300 

5(10) 田��小川英二 �5�E'EB�ナカムラ日工☆上殿インテグラ ��"���纉���*02.04.750 

6(6) 鉄B�原芳太郎 葡�2�上殿自動車ナカムラ白シビック逝 ��"��偵S#��*02.04.770 

7(7) 田2�金沖隆志 髭E2�テスタスポーツよしだやシビック ��"��偵SS��*02,05.000 

8(9) 鉄b�高橋浩之 �5�uE%･B�スピリットDLシビック505 ��"���紊3��*02.05.380 

9(5) 田��中村-伸 葡�2�ナカムラ日工☆上殿自☆シビック ��"��ゅ����*02.05.GOO 

10(1) 田R�山下貴史 �4ﾕ498xﾚ｢�YoKOHAMAひげFTO 張�"��R繝3��ミスコース 

ll(ll) 鉄r�青井佑介 髭E2�505☆TTS☆インテグラ ��"��b纉3��*02,09.830 

12(12) 鉄2�陶状壮 葡�2�広島自短シビック ��"��偵S#��*02.13.450 

13(13) 田"�内海晋作 �����2�itzzデイトナDLスト-リア 張�"�(爾縱���リタイヤ 

Jk岨(1Try) 幡ﾆ��氏名 傀ｩD�4�8�7R�車名 ��G'彦彦繧�2TryTin○ 

1(1) 都b�望月浩幸 �5��$稗�スピリットBSTインプレッサ ���經偵#���*0一.56.700 

2(2) 都"�三好工 �4ﾕ498xﾚ｢�AWKBK100DLミラージュ ���經偵3S��*01.58.440 

3(3) 都2�西元直行 封�2�B8T建将BK百AWKランサー ���經偵s3��*0一.58.770 

4(5) 田r�梶田昌弘 �4�2�DL.ⅠRWランサー ��"���繝c��*02.00.耶0 

5(4) 都B�上 �$D2�テレオン藤井BSTインプレッサ 張�"���緜C��02.02.680 

6(8) 田��森博昭 鳩$2�トータルテクノウイズランサー ��"��Bﾃ涛��*02,01.100 

7(7) 都R�小田文之 番452�オダオートサービスランサー ��"��2紊#��*02,01.140 

8(9) 都��古座鹿己 �445��zEALイワタ商会ランサー ��"��R緜���*02.01.270 

9(6) 度�ｲ�岩見文輝 �4�2�lRW岩見自動車タケコのランサ 諜�"��2�����02.03.700 

10(ll) 田��和泉智弘 �2���2�lRW.肱川ランサー ��"��R經#��*02.07.080 

ll(10) 田b�武EEl有加 �4�2�IRW.タケコランサー ��"��2��4��*02,12.080 


