
クラス ドライバー 参加車両名 車両型式 地域 所属クラブ
大野　栄治 スポルテック☆ＺＥＵＳスイフト 神奈川県
岩﨑　健二 ワークス岩﨑ワコーズＤＬＦｉｔ 栃木県
長田　尚士 メープルスポーツフィット 栃木県
布施　浩之 トタルＹＨタクミＣＦＴスイフト 埼玉県 T・PRIME
柿澤　廣幸 ＹＨ諏訪姫ＦＴＣＦ大手スイフト 長野県
淺尾　真人 アクト・アス－パオＤＬスイフト 東京都
田代　純士 ワークス岩﨑☆スイフト 栃木県
川島　靖史 ＹＨ　ＳＰＭ　ＹʼＳ　スイフト 東京都 CMSC長野
井土　拓巳 ＹＨ・マルイ・オクヤマスイフト 北海道 CMSC札幌
多田　義和 ＢＬＥＳＴ　ＤＬ　Ω　スイフト 岩手県
上原　秀明 ＫＩＴ☆ＫＹＢデミオ 群馬県

22台 馬渡　貴章 ｉｔｚｚブルーポイントスイフト 長野県
原　靖彦 ＴＭワークス岩崎ＫＹＢフィット 神奈川県
本道　治成 北陸マツダかわぐちデミオ 福井県
鈴木　義則 ＹＨファジーハート☆スイフト 埼玉県
森　大士 ＤＬ和合ニューテック☆スイフト 富山県
渥美　孝太郎 ＤＬ速心ＩＢＳフィット 静岡県 スカラー
内藤　修一 ＤＬｉｔｚｚＳＣＥＮＥスイフト 北海道 CMSC道北
佐藤　卓也 ＤＬΩＫＹＢオクヤマ・スイフト 青森県
工藤　清美 工藤ホンダＤＬワコーズフィット 青森県 MSCはちのへ
児島　泰 ＡＬＥＸＤＬＦＴヤマトＣＲ－Ｚ 栃木県
上野　倫広 ＤＬ田中自ＬｕｂＢＲＧスイフト 大阪府
松栄　吉彦 アライＭＳワークＹＨスイフト 群馬県 P・R・S
三枝　光博 ＤＬＷＡＫＯＳＢＲＩＧスイフト 岐阜県 CMSC岐阜
濱口　龍一 ワークＤＬタクミＤＸＬスイフト 福岡県
鳥居　晴彦 Ｂオクヤマ☆エナペタルスイフト 愛知県

8台 河石　潤 モンスタースポーツＤＬスイフト 神奈川県
川島　秀樹 ＤＬ☆テイン☆ＧＲヴィッツＳＣ 東京都
宝田ケンシロー ＹＨＫＹＢオクヤマスイフト 北海道 CMSC札幌
細木　智矢 ＭＪＴＤＬＳＷＫＷＭスイフト 高知県 チームモンキー
猪股　寿洋 Ｋ　ｓＢＲＩＧｉｎｏ８６ 青森県
鈴木　正人 スマッシュＳＲＰ８６ 千葉県
齊藤　道夫 ＤＬカムＧワコーズＩＴＯ☆８６ 静岡県
佐藤　秀昭 ＦＯＲＴＥＣ・ＤＬ・ＢＲＺ 福島県
竹本　幸広 ＹＨユークスオレンジ８６ 福島県

10台 岡　翔太 ｉｔｚｚオクヤマＤＬＢＲＺ 兵庫県
河田　富美男 ＤＬクスコＩＴＺＺジール８６ 岐阜県
和泉　泰至 ＤＬｉｔｚｚクスコＧＲ８６ 北海道 CMSC帯広
山崎　利博 ｉｔｚｚ☆ＤＬ鳥居ＴＡＣ８６ 愛知県
齊藤　孝太 Ｋ　ｓＢＲＩＧ８６ 栃木県
野澤　英明 マリヤスポーツミラージュ 埼玉県
三枝　聖博 Ｍ２ＤＬＷＡＫＯʼＳインテグラ 愛知県 CMSC岐阜
井之上　優 Ｙｈμ自衛隊９６式インテグラ 石川県

6台 北原　栄一 ＹＨナスカｒｏｃｏパルサー 埼玉県
濱口　雅昭 ＤＬ　タクミ　三和　インテグラ 福岡県
古沢　和夫 ＹＨターマックテインミラージュ 栃木県
佐藤　善彦 ＹＨモウルランサー 福島県 CMSC福島
大橋　邦彦 ＹＨ大翔ＳＲＳボーエムランサー 神奈川県 CMSC神奈川
増田　徹 ダートロード・ボーエムランサー 千葉県 CMSC千葉
星　盛政 ＹＨモウルＷＡＫＯʼＳランサー 福島県 CMSC福島

16台 浅沼　賢志 ＲＯＯＦ・ＹＨ・ＶＴランサー 岩手県 CMSC岩手
伏見　浩二 シロキヤＤＬランサー 愛知県 CMSC浜松
足立　由夫 ＹＨメープルランサーエボ９ 栃木県
角皆　昭久 Ａｉｏｎ　ＤＬ　ランサー 岐阜県 CMSC岐阜
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伊藤　益弘 ＢＯＯＢＯＷ・ＤＬ・ランサー 京都府
影山　浩一郎 ｉｔｚｚＤＬホリベＳＰランサー 東京都 CMSC神奈川
馬場　一裕 ＭＡＯｉｔｚｚＤＬランサーⅩ 福岡県
矢本　裕之 河童ＺＥＡＬヤッコＹＨランサー 大阪府 CMSC京都

16台 西田　裕一 ＤＬ・ＢＯＯＢＯＷランサー 滋賀県
岸山　信之 ｉｔｚｚ☆ＤＬ☆Ｌｕｃａｓ．Ⅹ 福岡県
信田　政晴 ＤＬｉｔｚｚオメガＨＫランサー 茨城県
北條　倫史 ＤＬｉｔｚｚＮＵＴＥＣランサー 北海道
大森　裕樹 屋代塾ＹＨ　ＮＵＶＯミラージュ 茨城県 ヌヴォラーリ
植木　良太 ＮＲＳパルサー 千葉県
志村　雅紀 ＬＡＩＬＥ・ＹＨスイフトＫＹＢ 神奈川県
中島　孝恭 ＴＥＩＮルブロスＹＨ５００Ｂ☆ 神奈川県
外山　嘉賢 ＹＨオクヤマシビック 神奈川県 DASH'P・S
谷　尚樹 キャッツ♂ＤＬ♀インテグラ☆Ｒ 奈良県
岩澤　研一 ＤＬｉｔｚｚＴＲＳミラージュ 埼玉県
権田　哲也 ゼウスジャパン♪ミニクーパーＳ 埼玉県
三枝　聖弥 ＤＬＢＲＩＧＭ２インテグラ 岐阜県 CMSC岐阜

20台 福山　重義 Ｋ－ｏｎｅ・ＳＧ・ＹＨスイフト 愛知県
松井　正嗣 ワコーズＡＺＵＲインテグラ 愛知県
山田　将崇 ホクレンＡＩＧ√６ＤＬシビック 北海道
杉浦　忠洋 ＢＦ－ＡベリティＭＳミラージュ 神奈川
花見　誠 ＹＨ田中自ルブロスシビック 三重県
葛西ｷｬｻﾘﾝ伸彦 ＹＨ速心ガレージクロノスＭＲ２ 愛知県
平澤　宏美 ＴＲＳｉｔｚｚＤＬミラージュ 埼玉県
浦上　真 ＤＬ☆ＶＴ☆ＭＳＰインテグラ 富山県 ビックバン
稲葉　幸嗣 ＨＫフォルテックＤＬインテグラ 栃木県
崎山　晶 ＤＬベルテックス☆Ｔｇアクセラ 愛知県
小山　健一 Ａ　ＤＬベリティーＭＳシビック 東京都
山本　伸明 ゼウスＤＬベストパトランサー 静岡県 T・BEST
三浦　禎雄 ＹＨのら犬にこちゃん号ランサー 宮城県
高橋　昌宏 Ｍテック・ＹＨ・ＳＲＳランサー 山梨県
矢内　浩 ＨＯＲＩＢＥｓｐｅｅｄランサー 群馬県
井上　博保 ｉｔｚｚ三和ＤＬランサー 福岡県
宮地　雅弘 ＩＲＳ・ＹＨボーエムランサー 埼玉県

13台 星野　悟 中越清掃社ＹＨＯＺＭＲランサー 新潟県
川村　永二 ＲＹＰＤＬ大翔ｉｔｚｚランサー 神奈川県 CMSC神奈川
林　軍市 ＹＨクスコＷＭトラストランサー 埼玉県
荒井　信介 クスコＡＤＶＡＮｉｔｚｚランサ 群馬県 CMSC群馬
マイケルティー ＤＬブリッドｉｔｚｚランサー 岐阜県 CMSC岐阜
黒木　陽介 ＭＪＴＧｕｌｆ五組ＤＬランサー 岡山県
北村　和浩 ＭＪトレーＨＫサーＤＬランサー 岐阜県 CMSC岐阜
小出　久美子 切谷内居酒屋あうんシビックDL 東京都 CMSC東京
西尾　忠 ＤＬ・ＭＡＸミラージュ 滋賀県
佐藤　史彦 ＹＨ千明自動車インプレッサ 埼玉県 チームif
則信　重雄 ＴＶＸＯＪ佐藤ライトＤＬセリカ 愛知県

9台 松田　宏毅 キャッツＤＬｉｔｚｚシビック 兵庫県
深田　賢一 ＢＦＡベリティＤＬシビックＦＫ 埼玉県
坂田　一也 ｉｔｚｚＤＬグローバルアクセラ 長野県 CMSC長野
奥村　直樹 ＫｏｎｅＹＨトラストセリカ＋１ 岐阜県
山崎　迅人 ＹＨゲンシンＭＡＸミラージュ 奈良県
ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー 千葉県
渋谷　修一 ＹＨワコーズＳＲＳランサー 埼玉県 うめぐみ

16台 上原　吉就 アルテックＤＬランサー 福岡県
小関　高幸 ＴＥＩＮ・Ａｍａｒｕｑ・ＷＲＸ 群馬県
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浜田　隆行 ＤＬクスコｉｔｚｚ浜自ランサー 福岡県
アキマただゆき 栗林運ＫＥＮＮＯＬランサーＤＬ 東京都 CMSC東京
片貝　佳之 フジツボＭｏｔｙｓＤＬランサー 群馬県
熊川　嘉則 Ｇ熊川　ＤＬワコーズ　ランサー 群馬県
杉尾　泰之 フォルテックＤＬインプレッサ 兵庫県
亀田　幸弘 ＹＨ栗原オート企画インプレッサ 群馬県 チームif

16台 大西　康弘 ＹＨ・ＴＥＩＮ・ＡＧランサー 青森県 CMSC青森
岩下　幸広 ＤＬアルテック・ＫＹＢランサー 福岡県
吉村　修 ＦＯＲＴＥＣナビクＤＬランサー 兵庫県 CMSC兵庫
磯貝　雄一 ＭＪＴ　ＺＥＡＬ　ＤＬランサー 愛知県
上村　智也 ＮＡＮＡＨＡｉｔｚｚＹＨランサ 京都府
梶岡　悟 ＤＬ・レイズ・ｉｎｇｓランサー 広島県
二関　智司 ＢＯＸファイヤーＹＨランサー 神奈川県
山口　幸男 ロッキー極悪ミラージュ　Ｄ４Ｘ 三重県
炭山　義昭 ＺＥＡＬｂｙＴＳＤＬミラージュ 愛知県
福田　貴一 ＳＰヤマダＫＹＢランサー 岐阜県
森　正 ベストスポーツＹＨランサー森 埼玉県 T・BEST
山本　康徳 ＫｏｎｅＹＨクスコランサー 長野県 CMSC長野
下屋敷　勝弘 大翔ホリベＳＰランサー 神奈川県 CMSC神奈川

16台 國政　九磨 ＧＡ★ＢＳＣフジノランサーＹＨ 神奈川県
須藤　正人 すとうｍｒｉクリニックランサー 青森県
江川　博 ＤＬ・ＡＬＴＥＣ・江陵ランサー 福岡県
田口　勝彦 ＨＫＳ・ＹＨ・テインフィエスタ 岡山県
炭山　裕矢 ＺＥＡＬｂｙＴＳＤＬミラージュ 愛知県
亀山　晃 ベストＤＬランサーＤＳ１ 栃木県 T・BEST
目黒　亮 スコーチＤＬオクヤマランサー 新潟県
宮入　友秀 ｉｔｚｚＤＬグローバルランサー 長野県 CMSC長野
谷田川　敏幸 トラストＡＤＶＡＮクスコＢＲＺ 群馬県


