
NO. CLASS CAR

1 JN4 勝田　範彦 愛知 足立　さやか 愛知 ラック名スバルSTiDLインプレッサ

2 JN4 奴田原　文雄 北海道 佐藤　忠宜 千葉 ADVAN・PIAA ランサー

3 JN4 福永　修 京都 奥村　久継 東京 HASEPRO・SDF・DL・ランサー

4 JN4 高山　仁 兵庫 広田　沙貴子 京都 DL☆HMハセプロOFランサー

5 JN4 石田　正史 群馬 竹下　紀子 北海道 DL・テイン・マルシェ ランサー

6 JN4 杉村　哲郎 静岡 立久井　和子 東京 ItzzDLKYBインプレッサ

7 JN4 柳澤　宏至 群馬 中原　祥雅 東京 CUSCO ADVAN EVO.X

8 JN4 徳尾　慶太郎 福岡 石丸　昌宏 福岡 クスコDLitzzフォルテックランサー

9 JN4 大西　康弘 青森 市野　諮 神奈川 ADVANPIAA大西ランサー

10 JN4 堀江　拓 大阪 松浦　好晃 愛知 テイクグッドDLitzzランサー

11 JN4 今井　聡 神奈川 宮城　孝仁 東京 ANZAIランサー

12 JN4 堀田　信 静岡 浦野　昭美 神奈川 DLTAKEGOODランサー

13 JN4 マクリン大地 滋賀 杉原　慶彦 愛知 TOF・DL・マクリンインプレッサ

14 JN4 Aki Hatano 埼玉 染宮　弘和 神奈川 Team NENC GDB

15 JN4 廣瀬　康弘 大阪 谷内　壽隆 大阪 キャッツ　インプレッサ

16 JN4 伊藤　暁 兵庫 高橋　浩子 愛知 小泉自動車Dreamランサー７

17 JN3 香川　秀樹 愛知 浦　雅史 愛知 el正和DLミッドランドBRIGインテR

18 JN3 眞貝　知志 神奈川 田中　直哉 長野 メロンブックスDLテインBRIGインテ

19 JN3 筒井　克彦 福岡 多比羅　二三男 千葉 マッハ車検・DL・Gセキネンミラージュ

20 JN3 曽根　崇仁 山口 桝谷　知彦 福岡 BPF☆SPM☆DL☆インギングセリカ

21 JN3 松原　久 香川 香川　俊哉 香川 SPM☆PSオガタ☆DLブーン

22 JN3 山口　清司 愛知 高橋　巧 東京 エナペタルADVAN久與レビン

23 JN3 明治　慎太郎 神奈川 漆戸　あゆみ 長野 高崎くす子・ADVAN・サトリアネオ

24 JN3 平山　十四朗 福岡 柿本　登志雄 福岡 DXL櫻加藤瓦ポテンシャル西日本インテ

25 JN3 森　博喜 愛知 藤綱　和敏 愛知 ミツバ・ラック・DL・セリカ

26 JN3 牟田　周平 福岡 加勢　直毅 群馬 CUSCO ADVAN プロトン

27 JN3 石川　昌平 栃木 田崎　彩夏 神奈川 高崎くす子・DUNLOP・サトリアネオ

28 JN3 上原　淳 埼玉 沼田　晴代 埼玉 シャフトBRIGルノークリオ！

29 JN3 山岡　信雄 大分 後藤　義則 鹿児島 アトリエ９２１竹中自ハダノEK

30 JN2 天野　智之 愛知 井上　裕紀子 愛知 豊田織機・ラック・DL・BRIGヴィッツ

31 JN2 鷲尾　俊一 神奈川 鈴木　隆司 茨城 ワコーズ KYB DLスイフト

32 JN2 本名　修也 東京 湊　比呂美 東京 アンフィニ∞ヴィッツ

33 JN2 田中　伸幸 北海道 遠山　裕美子 東京 YHクスコitzzフォルテック・ヴィッツ

34 JN2 高橋　悟志 愛知 箕作　裕子 神奈川 ミツバWMDLラックMgヴィッツ

35 JN2 南野　保 神奈川 加藤　辰哉 神奈川 MスポITOモチュールデミオ枝

36 JN2 増川　智 富山 赤木　弥生 東京 ARTAオートバックスヴィッツ

37 JN2 鎌野　賢志 静岡 竹平　素信 静岡 テイクスモティーズヴィッツ

38 JN2 川名　賢 埼玉 関根　慎二 埼玉       TAKUMI CRAFT ADVAN KYB Vitz

39 JN2 中西　昌人 福岡 北川　紗衣 福岡 ADVANカヤバitzzマクゼススイフト

40 JN2 大桃　大意 埼玉 露木　明浩 東京 LAMPY-J.DL.トタル.BRIG.デミオ

41 JN2 藤田　幸弘 群馬 藤田　彩子 群馬 BRIGヨシダ工房栗原　コルト

42 JN1 山北　研二 福岡 塗園　真 鹿児島 プレミアムBRIGマイクロロンDLマーチ

43 JN1 西山　敏 兵庫 大谷　美紀夫 山口 el・DL・WAKO's・BRIG・NASマーチ

44 JN1 葛西　一省 青森 安田　弘美 青森 F-ONEオート兄貴ストーリア

45 JN1 清水　順司 徳島 田代　啓之 岡山 SASれとろげ。ADVANストーリア

46 JN2 いとう　りな 東京 三上　秀人 神奈川 MスポITOモチュールデミオ花

47 JN1 泉　尚徳 福岡 井澤　聡 大分 チーム・オブ・プランタンマーチ

48 JN1 加納　崇一 福岡 鶴田　邦彦 福岡 ワンズ　シチダ　ストーリア

49 OP 後藤　裕文 大分 後藤　章文 大分 チーム・オブ・プランタンアルト
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