
[　受付受理者一覧　]

主催者 ： カークラブ錦 （ＣＣＮ）

開催日 ： ２０１４年 ３月 １６日

開催場所 ： テクニックステージ タカタ

公認番号 ： ２０１４年 第４００３号

Class Double Name Club Car Name

大野 吉弘 SPIRIT ＤＡＳＨ’大阪☆ｙｏｔｙデミオ

楠 弘隆 INDY インディ－カジオカ★デミオ

河野 鉄平 RCH ガレージノブＫＭデミオ

徳永 紘行 CCM ２代目赤い仔馬プラチナ匠こると

藤原 祐一郎 TTS 田中自動車ＤＬ岡歯科２９ＦＩＴ

山谷 松井 繁往 RCH ＲＣＨベックワークスＦＩＴ

宮本 忠助 BDC ＤＬ・新栄・ＤＸＬ・フィット

松井 山谷 隆義 RCH ベックワークスフィット

岩坂 有洋 SPIRIT スピリットエクセスインテグラ

上原 秀夫 FRCM ミラージュ・ウエチャン

大谷 裕 YJK ダンロップＷＭトタル☆シビック

織部 貴広 YJK ＹＪＫμＤＬみすずインテグラ

恩田 淳 ASAHI ＡＷフルモトＳＰＭインテグラ

菅田 瑞穂 TTS よしだやスマイリーミラージュ

栗栖 正男 TTS ＴＴＳ　カジオカ　ミラージュ

髙橋 義晴 SPIRIT モナークＲベアＡＷＦインテグラ

建部 伸夫 MASC SANIN Ｂ＋；＝Ｆ×Ｐ＝１スターレット

谷口 成治郎 KRC 谷口左官工業所８２スターレット

藤井 啓壮 TTS ＤＬ☆ＢＳＴ☆ＴＴＳインテグラ

藤原 嗣己 YJK ＤＬ・だらーずインテグラ

松岡 修司 CCM 西日本三菱ＤＬＷＭＯＬコルト

阿部 浩一 FRCM メープルインテグラ

太田 智喜 MCCS ＤＬボロインテグラ５０８

大原 悠佑 CCM 秘密基地製☆自作ミラージュＺＲ

蔵本 直也 Y.C ナカムラ自☆上殿☆シビック

古賀 恭平 MCCS ＹＵＡＣシビック

坂本 幸洋 T.CHERISH チェリッシュアドバンミラージュ

西田 ツカサ ACA 上殿ＤＬワコーズ中村インテグラ

福島 雄也 TTS 山川表具よしだやインテグラ

藤原 康孝 個人会員 ホンダロデオ・インテグラ

佐々木 豪 TTS カローラレビン

二宮 鉄箆 MACC ＦＲインプレッサ

矢野 淳一郎 MACC ＤＬＭｏｔｙ’ｓクスコＴＴＳ８６

山崎 貴之 MACC ＴＴＳ★ＩＭＰＲＥＺＡ

山本 剛 RCH 河野Ｍ・ＲＣＨ・ＢＳＴ・ＲＸ７

横山 修二 ACA トヨタカローラＡＥ８６

渡邊 雅文 CCN ＤＬ　渡辺自動車　ＭＲ２

青戸 浩喜 TTS ＴＴＳカジオカＤＬランサー

新山 井上 茂 RCH 広島菱重興産ＧノブランサーＸ

大竹 公二 TTS ＮＥＴインプレッサ

尾高 一郎 個人会員 シロヤギ鳩間島あだなしランサー

織田 一昭 RCH ＲＣＨガレージＫｎｏｂランサー

片岡 学 CCN ＤＬ・ワタナベ・ＫＹＢランサー

加藤 勝利 CMSC広島 ＣＭＳＣ　ＤＬイワネランサー

清岡 毅 SPIRIT スピリットＤＬランサー

清水 幸一 MACC カーピット　ランサー５

井上 新山 信夫 RCH ガレージノブランサーＸ

福島 康平 P.A.S プレジールＴＧＭインプレッサ

三浦 禎雄 FRCM のら犬にこちゃん号ランサー

青井 佑介 TTS ５０５☆ＴＴＳ☆インテグラ

一柳 豊 TTS ＤＬＭＸｉｔｚｚＢＳＴシビック

鈴鹿 小川 英二 SPIRIT ナカムラ自工☆上殿インテグラ

金沖 隆志 TTS テスタスポーツよしだやシビック

重松 良輔 TTS ＴＴＳよしだやＫＳＧシビック

小川 鈴鹿 浩昭 SPIRIT ナカムラ自工☆上殿インテグラ

原 中村 一伸 Y.C ナカムラ自工☆上殿自☆シビック

中村 原 賢太郎 Y.C 上殿自動車ナカムラ自シビック遊

宮地 聖 BATTLER ＢＲＡＩＮＴＥＣ　μインテグラ

山下 貴史 CMSC島根 ヨコハマひげＦＴＯ

上田 強 BDC テレオン藤井ＢＳＴインプレッサ

小田 文之 MCCS オダ　オートサービス　ランサー

西元 梶岡 悟 TTS ＤＬレイズＧＵＬＦ西元ランサー

中村 太郎 S サクシード☆タロウランサー

梶岡 西元 直行 Y.C ＢＳＴ百ＢＫ建将ＡＷＫランサー

古屋 慶己 SCCY ＺＥＡＬ　イワタ商会　ランサー

八塚 三宮 卓也 ETOILE ＤＬ☆ＲＳＫ☆ランサー

三好 工 CMSC島根 ＡＷＫＢＫ１００ＤＬミラージュ

望月 浩孝 SPIRIT スピリットＢＳＴインプレッサ

三宮 八塚 勝博 ETOILE ＬＴダンロップＲＳＫランサー５

NS1

SCD1

SCD2

２０１４年 ＪＡＦ中国ダートトライアル選手権 第１戦

２０１４年 ＪＭＲＣ中国ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第１戦

２０１４年 ＪＭＲＣ全国オールスター選抜 第１戦

クルマスターカップ ＣＣＮエキサイトダート

PN1

N1

SA1

RWD

※　受付順、出走順ではありません


