
● 出展社 ● お食事

㈱和光ケミカル　　　　  商品の展示紹介

㈱ダイハツ三重　　　　　車両展示

㈱ラック　　　　　　　　　 車両展示・グッズ販売 こんぴら亭　    　カレーライス、唐揚、その他

桑島ﾚｰｼﾝｸﾞ・ｶﾞﾚｰｼﾞ　　ｶﾞﾚｰｼﾞ展示・販売 チーム福王　     焼きそば、かき氷、ドリンク

新城市　　　　　　　　 　　新城ラリーＰＲ

㈲菰野輪業商会　　　　車両展示・その他

寒紅梅酒造㈱　　　　　三重の梅酒「紅翠」PR ● 趣味と道楽の集い

地元の皆さんが趣味に関する物を展示しています。

※都合により予告なく変更になる場合があります。 趣味を通じて交流を深めてください。

冠スポンサー 三重トヨタ自動車株式会社

後　　　　援　三重県　いなべ市　菰野町　福王山観光協会

特別協賛

協　　　　賛

協　　　　力

主　　　　催　JAF加盟モータースポーツクラブ　トライアルスタッフオン！　企画　　運営　いなべ福王ラリー2017実行委員会

いなべ里山Carde　　揚げピザ、さつまいもチップ、ポテトチップス、フライドポテト、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトクリーム、ドリンク

福王会場観戦エリアマップ

今、ラリーはどうなっているのか？

各選手のタイム速報をご覧頂けます。

QRコードを読み取って、速報にアクセス！

ラリー当日、ユーストリーム配信

も準備中です。検索してみて下さい。

スポンサー一覧 ご協力頂きました皆様、ありがとうございます！

アイアイアドカンパニー大阪 阿下喜温泉あじわいの里 ㈲荒川工業 ㈲内田設備 ㈲エイエムシイ（おにぎり村） ㈲カドワキ牧場

寒紅梅酒造㈱ 北岡組 ㈱三エスゴム 肉の坂年 服部テクノス㈱ バースレーシングプロジェクト 百姓ほりうち ピュイ・ダムール

㈱ダイコウ 辻木材㈱ 西岡可鍛工業㈱ 三重の梅酒プロジェクト ヤマギシズム飯田実顕地YK  ㈱レント四日市営業所 諸岡機械

縣石材店 ㈱池田舗道 ㈲イタル工業 伊藤博 ㈲伊藤鉄筋工業所 稲垣建設工業 ㈲今井自動車 ㈱ウエルカム ㈲大嶽商会

小川自動車工業 オートフリータイム 大橋オート おしゃれ泥棒 加藤自動車整備 car salon ONE‐TEN 川畠美装 協伸サービス クラタヤ㈱

桑島レーシング・ガレージ 小寺建築 ㈲菰野輪業商会 ㈲坂倉産業 ㈱桜井建設 青山商事㈱ササガワマイカーセンター サトウペイント

志たてや呉服店 ショーカン工業 昭和コンクリート工業㈱ 新成テック㈱ 鈴木拓男 ㈲鈴木防災 スタイルコクピット桑名 須藤溶接工業所 千城

肉の大黒屋 Times Car RENTALいなべ店 ㈱タイヤセールス三重 高橋建設㈲ 舘印刷 タテワキモータース 谷川建築 谷土木管工 寺尾木工所

㈱東海メカナイズ 永野モーターサイクル ㈲西川鈑金 二ノ宮電機商会 日本パーツ機器㈱ 萩農業 八風自動車整備工場 ビィビィアン

光建工 ㈱樋口工業 平松直基 ㈱福王自動車 福王神社 ㈱藤工務店 藤牧建築 ㈲錻力勘工業

訪問医療マッサージKEiROW四日市あけぼのステーション ㈱細野商会 ㈲堀川自動車 ㈱真栄田サービス 松永産業㈱ まるしん建築

まな鍼灸堂 三重プリズム 海山道神社 諸岡左官 山口工務店 山口土建 山本鈑金塗装 山崎組 ㈲山下設備工業 山本涼 ㈱柳川建材店

㈲勇健工業 鎧屋 ㈱四日市クロシオ自動車 ㈲ライフオール 若林建築 鷲田自動車商会 スタッフオン(資)

蒼い軍団 青川峡キャンピングパーク ＲＯＣ（ＲａｌｌｙＲｅｐｌｉｃａＣａｒ Ｏｗｎｅｒ’ｓＣｌｕｂ） 石榑四大字生産森林組合 いなべ市観光協会

いなべ総合病院 宇賀渓観光協会（七大字生産森林組合） 菰野町田口区 JMRC近畿 JMRC中部 各クラブ チーム福王 ㈲中村モータース

樋口鍼灸院自動車部 福王山共有林管理委員会



ゼッケン クラス ドライバー 所属クラブ コドライバー 所属クラブ ⾞名 ⾞種

1 DE-6 村上健 SHIROKIYA 漆⼾あゆみ SHIROKIYA DL・SRSランサー ランサー
2 DE-6 蒲⽣裕⼀ T・S・Y 前⽥健吾 T・S・Y ドルクス2000すーちゃんGRB インプレッサ
3 DE-6 上林勇 RMN和歌⼭ 森博則 RMN和歌⼭ トータスランサー ランサー
4 DE-6 林正嗣 T.W.O.T ⽩崎清之 T.W.O.T T.W.O.T インプレッサ インプレッサ
5 DE-6 奥村浩⼀ ON! 五⼗嵐貴充 ON! BRP×ON!ランエボ7 ランサー
6 DE-6 ⽯王治仁 SKR ⽵⾕仁 SKR SKR・ROCインプレッサ インプレッサ
7 DE-4.5 鮫島⼤湖 MASC 船⽊佐知⼦ MASC elDL正和MASCミラージュ ミラージュ
8 DE-4.5 上坂英正 SHIROKIYA ⼭下恭平 SHIROKIYA Tuner's・シロキヤ・あげMR-S MR-S
9 DE-4.5 松村智 CATS ⾕内壽隆 CATS CATSインテグラASLAN インテグラ
10 DE-4.5 下⼝紘輝 SHIROKIYA ⼩林⼀貴 SHIROKIYA シロキヤRIGIDインテグラ インテグラ
11 DE-4.5 齋藤伸司 ON! 坂井智幸 TAKE'S ON!ルマン☆インテグラ インテグラ
12 DE-4.5 阪本⼤樹 TOF 諸江有希 TOF要修⾏まいべっくミラージュ ミラージュ
13 DE-4.5 福島徳也 TeamSwift 鈴⽊康敬 CMSC浜松 東海理化⾃動⾞部のミラージュ ミラージュ
14 DE-4.5 内藤徳之 CMSC浜松 野澤孝之 TeamSwift CMSCしんしろ茶ミラージュ ミラージュ
15 DE-4.5 松井弘成 CATS 中井匡⻫ CATS キャッツシビック シビック
16 DE-4.5 浅井康介 MASC 船⽊⼀祥 MASC DL・MASC・YLレビン レビン
17 DE-4.5 笹岡亮祐 ON! 加藤昭⽂ ON! スタッフオン！ミラージュ ミラージュ
18 DE-4.5 ⼭本裕也 サクセス ⼤橋正典 FINALIST MOVELサクセスミラージュ ミラージュ
19 DE-4.5 浜⼝淳 NOVAL ⽩⽊幹⼈ NOVAL ノーバル インテグラ インテグラ
20 DE-4.5 藤原渉吾 TOF ⼩室正規 TOF TOF・サトリアネオ サトリア
21 DE-4.5 ⾕川純也 ON! ⽥中宏城 ON! BRP×KGAC×スターレット スターレット
22 DE-3 佐藤光理 ON! 明治慎太郎 OKU エムスポーツYH・VT・ONヴィッツ ヴィッツ
23 DE-3 畠⼭貴之 ENKEI ⼭⽥真紀⼦ トヨタ・ヴィッツ ヴィッツ
24 DE-3 福⽥卓也 T-AIHO 中根秀之 T-AIHO 愛豊FAITHあんこストーリア ストーリア
25 DE-3 清⽔謙⽰ T.W.O.T ⼩倉泰道 T.W.O.T T.W.O.T Vitz号 ヴィッツ
26 DE-3 徳能⼤輔 DART ⻑澤奨平 DART YH DART樋⼝鍼灸院VITZ ヴィッツ
27 DE-3 中井育真 RMC-W ⾺瀬耕平 HITAC 北野⾃動⾞DLフィルイン・コルト コルト
28 DE-3 ⼩島佑太 伊藤武 ネッツノベル三重ヴィッツ ヴィッツ
29 CL 岸本友希 RV-TEC 井上智美 RV-TEC RVテック⼥⼦⼒⾼めヴィッツ(ハート) ヴィッツRS
30 CL 久喜啓司 MASC 船⽊淳史 MASC MASC銀コルト 0
31 CL ⼭中健志郎 RMN 佐⼟原慶⼀ RMN デューポイントデミオ デミオ
32 CL 村⽊花奈江 ON! 中村慶和 ON! イヌタチON!レビン レビン


