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番号 Ｗ 名前 車名 型式 クラス エントリーネーム 参加回数

0 東　毅 インテグラ DC2 fwd ルマン　インテグラ 多

1 森口　諭 バーキン7 不明 rwd TCR☆７ 多

2 山本　佳典 EXIGE　S GH1117 rwd まっくろくろすけEXIGE 初

3 小林　隼也 マークⅡ JZX110 rwd 過走行クタクタAT屋根開き4枚 7

4 加藤　香平 バーキン7 不明 rwd TCR－Ｓｅｖｅｎ　4ＡＧ　１号 初

5 鈴木　敬一 86 ＺＮ６ rwd 佐天さんの白い86 3

6 山川　善信 BRZ ZC6 rwd （電子制御の切り忘れを注意する…） 5

7 山田　千広 ロータスエキシージ ２ＺＺ rwd 車ローン完済エキシージ７年は長かった 7

8 愛葉　直行 ベック rwd ベック550

9 37 石垣　進一 スーパー７ rwd カールおじさん 多

10 31・38 片桐　健二郎 23K rwd 23K660 6

11 沼口　和己 スバル KK4 k ｆORｆLAT☆千早号弐式 3

12 42 蓬茨　英隆 ＡＺ-1 PG6SA k 今回で痛車は一旦封印AZ-1 10

13 日比　久男 ミラージュ CA4J fwd 樋口鍼灸院ミラージュ 2

14 43 堀　央尚 ミラージュ CJ4A fwd おさき号ミラージュ 初

15 山本　磨美 ヴィッツ SCP10 fwd ヴィッちゃん 2

16 川島　浩史 スターレット EP91 fwd 幻想郷スターレット 2

17 保田　将史 シビック EK4 fwd シロキヤ＠岡山支部シビック 2

18 齋藤　伸司 インテグラ DC2 fwd スタッフオンラリーインテグラ１号（以後続く） 多

19 前後　勝也 インテグラ DC2 fwd ぜんテグラ　たいぷ　ぬー 3

20 五十嵐　貴光 Fit GD3 fwd ＲａｓｉｏＧＤフィット 2

21 佐藤　潤 レガシー awd アイサイトの限界に挑戦 5

22 稲垣　穣 ギャラン E38A awd いよいよ心臓移植のギャラン 多

23 鈴木　弥一 パルサー RNN14 awd 禁書目録いつまでたっても改装中パルサー 2

24 大原　康司 ランサー ＣＥ９Ａ awd 郵便で明日到着予定。 6

25 古川　智崇 ランサー CT9A awd スタッフオンコース委員長ランサー 20

26 清水　孝夫 ランサー CZ4A awd 絶対に壊してはいけない通勤ランサー24時ゆめはまちゃ 2

27 57 武田　延亮 ランサー CT9A awd チェリッシュ・ストパン・ランサー 2

28 中村　慶和 インプレッサ GDB awd （また空欄や。さて、どうしましょうか） 多

29 58 徳能　大輔 インプレッサ GDB awd 樋口鍼灸院ミインプレッサ 7

30 鈴木　マコト カプチーノ EA11R rwd カプチーノ☆コクの微糖(※希望によりRWDクラスです。） 多

31 10・38 丹羽　一浩 23K rwd (今年は沢山で乗るんですね。２３K) 初

32 野々山　広明 ケータハムスーパー７ 不明 rwd 運転はまだまだ未熟者！しかし熟女は大好きスーパー７ 初

33 近藤　聖也 Ｓ800 ＡＳ800 rwd 名岐Ｓ800 初

34 長野　宏紀 MR-S ZZW30 rwd ビビリミッター搭載MR-S 初

35 高村　真弥 BRZ ZC6 rwd ビビリＢＲＺ乗り 初

36 三芳　哲也 ロータスエキシージ 1117 rwd もう次は買えない号 5

37 9 石垣　久美子 スーパー７ rwd カールおじさんの妻 多

38 10・31 西田　真太郎 23K rwd 23K 3

39 見取　佑紀 シルビア S14 rwd このシルビア大丈夫か？ 初

40 近藤　光 ＡＺ-1 PG6SA k プラモデル 初

41 高木　宏行 アクティトラック HA3 k ぶーやんのたんぼーるぎーにとらっく ？

42 12 蓬茨　夕美 ＡＺ-1 PG6SA k ぐるS賢隆寺AZ-1「戦風」 3

43 14 尾崎　友哉 ミラージュ CJ4A fwd ミラージュ 初

44 坂口　進 ストーリア Ｍ101Ｓ fwd ＤＢ須藤りあストーリア 4

45 安田　暢明 スターレット EP91 fwd １５年目でもまだまだ元気スターレット 初

46 伊藤　宏之 スターレット EP91 fwd へるすた 初

47 山本　秦久 シビック ＥＧ６改 fwd ＩＴＯオッソシビック 初

48 西森　浩志 シビック EK3 fwd シビックVti 初

49 吉田　一 インテグラ DC2 fwd ヨシダ 初

50 土岐　武也 インテグラ DC2 fwd 何故こんな事に… 7

51 畠山　純綱 インテグラ DC2 fwd TOYBOXルマンインテグラ 10

52 齋藤　雅輝 フォレスター ＳＧ5 awd 森くん 初

53 陶山　明雄 ギャラン E39A awd 過走行ギャラン 10

54 池尻　祥平 ランサー ＣＤ9Ａ awd エボ１.３ちょっと５ 初

55 石垣　孝 インプレッサ ＧＣ8 awd スバルインプレッサ 2

56 愛知　佳介 ランサー CT9A awd Ｌａｎｃｅｒ　ｄｅｇｅｎｅｒａｔｅ　Ｑ 2

57 27 出水田　智大 ランサー CT9A awd ラブライバープロトンのランサー 初

58 29 東松　晃司 インプレッサ GDB awd ランスロットアルビオン 3

59 竜田　健 インプレッサ GC8 awd 伊藤GC8「黒痛」拝借決定。かかってきなさい！ 全

※クラス区分について 本日の賞

ＡＷＤ 全輪駆動 各駆動方式クラス1～3位　楯※ チーム戦　優勝チーム　拡大写真

ＦＷＤ 前輪駆動 大痛賞　（当日説明） 以下　全員に参加賞

ＲＷＤ 後輪駆動 敢闘賞　（当日判断） 人間ジムカーナ賞

Ｋ 軽自動車 ドリフト賞　（当日判明）

☆名前の漏れや誤りなどございましたらお知らせ下さい。受理書は２３日発送予定です。

☆ゼッケン番号＝出走順です。前半1-29　後半30-59　前半と後半の間で、オフィシャル交代のインターバルがあります。

☆当日はオフィシャルの人数に余裕がありません。場内はコース退場口側から進入口側への一方通行をお願いします。

☆当日昼食は、スタッフオンラリーサービス南谷亭より出店があります。

☆午前１午後2ヒートの後、名物人間Ｇ、表彰式、記念撮影の予定です。ぜひ最後までお付き合い下さい。

また、ご案内の通り、終了後はコースにて打ち上げ二次会を予定いたしております。食べ放題飲み放題で1000円。

昨年も大変好評でした。こちらもぜひ御参加下さい。（二次会は当日参加も対応します。）

☆その他御意見、御要望などお気軽にお寄せ下さいませ。


