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No. クラス ドライバー 地域 コ・ドライバー 地域

1 FG4 　マクリン大地 大阪 　大橋　正典 神奈川

2 FG4 　渡部　洋三 愛媛 　池田　茂 東京

3 FG4 　冨安　敏照 福岡 　小宮　新一 福岡

4 FG4 　宮川　優一 広島 　岡田　誠 滋賀

5 FG4 　堀江　　拓 京都 　馬瀬　耕平 兵庫

6 FG4 　阪本　　寧 熊本 　八尋　俊一 熊本

7 FG4 　藤川　勝行 大阪 　保田　将史 岡山

8 FG4 　那須　文章 滋賀 　井関　美貴 愛媛

9 FG4 　手塚　清明 石川 　斎藤　哲史 静岡

10 FG4 　山口　英明 高知 　土居　喜嗣 愛媛

11 FG4 　西　　隆司 広島 　丸山　晃助 広島

12 FG4 　三宅　博之 福岡 　美野　友紀 広島

13 FG4 　山本　晶裕 大阪 　谷内　壽隆 大阪

14 FG4 　箕作　有俊 神奈川 　梶山　剛 広島

15 FG4 　中村　亮介 香川 　武智　泰宏 愛媛

16 FG3 　古川　　寛 福岡 　大久保　叡 福岡

17 FG3 　白形　利文 愛媛 　伊藤　洋幸 広島

18 FG3 　小倉　雅俊 兵庫 　平山　真理 兵庫

19 FG3 　山口　貴利 滋賀 　山田　真記子 滋賀

20 FG3 　辰巳　浩一郎 大阪 　成田　正喜 京都

21 FG3 　関根　康生 京都 　走出　芽美 高知

22 FG3 　辻　　泰明 大阪 　蓑輪　信悟 兵庫

23 FG3 　平田　眞一 岡山 　岸本　収正 岡山

24 FG3 　野村　浩司 広島 　横山　英治 広島

25 FG3 　川本　圭祐 岡山 　田口　盛一郎 岡山

26 FG3 　増田　信吾 広島 　山本　剛 広島

27 FG2 　川村　貴宣 兵庫 　中西　貴晃 大阪

28 FG2 　寺川　和紘 広島 　石川　美代子 広島

29 FG2 　中西　昌人 福岡 　廣嶋　真 愛知

30 FG2 　片山　浩三 広島 　阿部　孝子 広島

31 FG2 　三好　瑛二 山口 　岡崎　辰雄 山口

32 FG2 　小田　和弘 山口 　小田　裕美 山口

33 FG1 　安藤　恭平 岡山 　原野　雅子 岡山

34 FG1 　小川　剛 佐賀 　久保田　毅 広島

35 FG1 　三苫　和義 福岡 　平島　宏季 香川

36 FG1 　増川　智 富山 　赤木　弥生 東京

37 FG1 　日高　重貴 宮崎 　吉田　賢吾 大分

38 FG1 　妹尾　吉之 岡山 　加藤　克也 広島
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０ＳＩＤＥ１三和ニューテックインプレッサ

ＴＯＦ・ランサーエボⅩ

ビーサイドオート＆泥屋キタキツネランサー

エントリーリスト(選手権部門）

ＲスポーツＷＥＳＴランサー

リキモリドライブランサー

ランサーＥｖｏ９チームみかんＮｏ３

ＤＬデューポイントブーン

ＧＩＧＡＮＥＴ　ＦＩＴ

車名

ＳＳ・ＪＩＲＯシロキヤランサー

ＴＯＦ四国産直市場マクリンインプレッサ

ＤＬ☆ＢＲＩＧ♪ＳＰＭみかんランサー９

ＩＴＥＣ＆ＶＩＣＴＯＲＹランサー

恵歯会九州☆ＢＲＩG☆ＹＨランサー

ＹＨｉｔｚｚＴＧカラオケＲＯＣＫランサー

エナペタルＢＲＩGがんばるけん熊本！ランサー



No. クラス ドライバー 地域 コ・ドライバー 地域

101 Ｅ－２  山口　忍 愛知  坂田　智子 愛知

102 Ｅ－２  角谷　豪也 岐阜  秋田　典昭 愛知

103 Ｅ－２  牧　昴輔 愛知  本石　渉 愛知

104 Ｅ－２  鈴木　謙二 大阪  山田　広樹 大阪

105 Ｃ－３  長崎　雅志 愛知  鈴木　敬一 愛知

106 Ｃ－３  加藤　雄三 愛知  三輪　静秋 愛知

107 Ｃ－３  溝口　典弘 愛知  峰岸　進一郎 愛知

108 Ｃ－３  岡田　登 愛知  岡田　宗彰 愛知

109 Ｃ－３  加藤　健 愛知  岡田　慶太郎 愛知

110 Ｅ－３  中村　英一 愛知  安藤　裕一 愛知

111 Ｅ－３  石田　政晃 兵庫  小林　長門 兵庫

112 Ｅ－３  細谷　裕一 栃木  高橋　直美 栃木

113 Ｅ－３  田原　憲 愛知  花井　勝 愛知

114 Ｅ－３  武田　友巳 広島  白石　認 山口

115 Ｅ－３  大谷　美紀夫 山口  山北　研二 福岡

116 Ｅ－１  名倉　成幸 岐阜  名倉　洋子 岐阜

117 Ｅ－１  松井　繁往 広島  田代　啓之 岡山

118 Ｅ－１  浜　清志 大阪  朝田　学 大阪

119 Ｃ－２  梅村　祐葵 愛知  堀　祐葵 愛知

120 Ｃ－２  山路　浩生 愛知  加藤　隆弘 愛知

121 Ｃ－２  仲東　聖次 愛知  二村　和紀 岐阜

122 Ｃ－２  斎藤　晃 愛知  野村　覚 愛知

123 Ｃ－２  羽琉(瓜生 知世） 愛知  大寶　ゆかり 大阪

124 Ｃ－１  小林　直広 茨城  小林　紀子 茨城

125 Ｃ－１  越智　瑞穂 東京  新井　裕一 東京

126 Ｃ－０  三輪　哲也 愛知  大矢　啓太 愛知

127 Ｃ－０  稲垣和也 愛知  兼原　洋治 愛知

128 Ｃ－０  竹内　浩人 徳島  岡田　哲弥 徳島

129 OPEN  清水　順司 徳島  福岡　稔公 徳島
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ＳＡＳストーリアｘ４

ＮＫヴィッツ２０１６

ゴチです！長峰肉牛！ヴィッツ

ＮＡＶＵＬアクア

チームトヨタカローラ徳島アクア

ＯＴＧＭＳＣ　ヴィッツ

Ｎ東名古屋ラック梅村Ｖｉｔz

アイシンＶｉｔｚ　ＦＴＴ

ト技会　ＶＩＴＺ

ＪＴ－Ｒａｃｉｎｇ　Ｖｉｔｚ

Ｎ東名古屋キャンベルＶｉｔz

楓ＹＨ☆ＢＲＩG☆ＦＴヴィッツ

アイシン８６ＦＴＴ

車屋ヴィッツ４ＷＤ

ＭＣＣＳ青色Ｖｉｔｚ

ＬＵＣＫネッツ東名古屋Ｖｉｔz

ＹＨベックワークス車やＶｉｔz

ト技会　８６

ＳＡＮＧＯ　Ｅｘｈａｕｓｔ８６

アイシン８６ＡＴＳ

ＮＡＶＵＬカルディナ

ＡＲＴ☆ＫｏｊｉｍａＶＩＴＺ３☆ＹＨ

エントリーリスト（ＲＣ部門）
車          名

Ｎ東名古屋ラック山口８６

ＮＴＰ名古屋トヨペット８６

ＪＴ－Ｒａｃｉｎｇ　８６

ＹＨＴＧ堺ＤＡＳＨ大阪μ 86

ＮＴＰ名古屋トヨペット８６

ＮＡＶＵＬ８６


