
いなべオートテスト2022　エントリーリスト　4/29STAFF　ON　SERIES　2022　Ｒｄ．1 4/17:21:30 （確定）
※番号はゼッケン番号＝出走順です。32-33の間にインターバルあり。Wエントリーで出走順の近い方は事務局までご相談を。info@staff-on.com
番号 W 名前 車名 住所 駆動 エントリーネーム クラス オフィシャル

0 石垣　進一 ハイゼット 東員町 FR スタッフオン　ジムカ部隊⾧　軽トラ 軽トラ
1 大松　年朗 アルトラパンＳＳ 高石市 FF 高石の黒いチョロQ 軽
2 樋口　大輔 アルトワークス 瀬戸市 FF 白色36アルトワークス 軽
3 海老原　諒 アルトバン 四日市市 FF アルトバン 軽
4 佐野　哲也 S660 いなべ市 FR S660 軽
5 36 鈴木 榛馬 コペン 岩出市 FF えりペン 軽
6 加藤　凌 S660 瀬戸市 FR S660 軽
7 大森　寛生 ミラ 彦根市 FF ミラ 軽
8 清本　享志 アルト 四日市市 FF アルト 軽
9 市川　正富 ミニキャブ 四日市市 FR ミニキャブ 軽トラ
10 倉田　慧 インプレッサ 四日市市 4WD めざし号＠KRTインプレッサ 普通
11 伊藤　知子 GRヤリス 鈴鹿市 4WD ちょもへなちょこGRヤリス 普通
12 渡辺　みさお マーチ 京都市 FF みさぽんマーチ 普通 ○
13 林　正浩 ノート 千葉市 FF 黒ノート 普通
14 大塚　拓哉 スイフト 津島市 FF チームうめきち33スイフト 普通
15 小阪　和義 プレマシー 和泉市 FF 鈍重おやじプレマシー 普通
16 49 和泉　里美 スイフト 豊明市 FF 16万キロ超えの老スイ 普通
17 浜屋　雅一 スイフトスポーツ 豊田市 FF スイフトスポーツ 普通
18 服部 一也 スイフトスポーツ 名張市 FF MT初心者のスイフトスポーツ 普通
19 田辺　勝之 マーチニスモ 大垣市 FF マーチニスモS 普通
20 今岡　健 シビック ⾧久手市 FF 沖縄シビックEG6 普通
21 岩崎　貴英 コンフォート教習車 北名古屋市 FF コンフォート教習車 普通
22 中村　匠汰 ジェミニ 奈良市 FF 遊撃手じゃないジェミニ 普通
23 川上　和徳 デミオ 四日市市 FF 生クリームに目がないデミオ 普通
24 日紫喜　俊夫 ロードスター 安城市 FR NBロードスター 普通
25 奥田　晃弘 BRZ 松阪市 FR スタッフオンBRZ 普通
26 沓名　崇 86 春日井市 FR 慣らし運転中の８６ 普通
27 福田　隆之 アバルト 名古屋市 FR 去年は最下位だよ!銀色アバルト124 普通
28 今村　謙吾 ロードスター いなべ市 FR いまけんDASHロードスターRF 普通 ○
29 小牧　貴哉 BRZ 清須市 FR BRZ 普通 ○
30 吉田　聖二 ロードスター 稲沢市 FR ロードスター 普通
31 兒玉　正弘 AE86 みよし市 FR 平凡パンチAE86 普通
32 舘　直嗣 BRZ 大阪市 FR チコのイチオシBRZ 普通
33 古川　和樹 ミニカ ⾧岡京市 FF ミニカ 軽
34 山口 和浩 N-ONE 彦根市 FF N-ONE 軽 ○
35 佐竹　裕樹 S660 大垣市 FR S660 軽
36 5 鈴木 修 コペン 岩出市 FF 今年で20歳のコペン 軽
37 松永　悟 ホンダビート 羽島市 FR ホンダビート 軽
38 松岡　廣隆 ダイハツコペン 高槻市 FF ダイハツコペン 軽
39 篠原　賢爾 Ｓ660 奈良市 FR 空色えすろくろくまる 軽
40 河辺　智紀 ムーヴ 大府市 FF イマケンDASH・ＣＵＡＣムーブ 軽
41 菅　那由多 ハイゼット 豊田市 FR ハイゼット 軽トラ ○
42 林　敦紀 アクティトラック 菰野町 FR アクティトラック 軽トラ
43 吉田　広志 レヴォーグ 大津市 4WD 近江のレヴォーグ 普通
44 山口　克弥 エクリプスクロス 名古屋市 4WD エクリプスクロス 普通
45 牧　義明 ルーミー 日進市 FF ルーミー 普通
46 鈴木　晴彦 ティアナ 浜松市 FF 健全な日産ティアナ 普通 ○
47 谷内　壽隆 アクセラ 東大阪市 FF のらねこアクセラ 普通
48 後藤　成伸 スイフト 川越町 FF スイフトRS 普通
49 16 和泉　佑亮 スイフト 豊明市 FF 黄色いスイフト 普通
50 小沢　浩二 ギャランフォルテキススポーツバック 四日市市 4WD ギャランフォルティススポーツバック 普通
51 矢田　善彦 シエンタ 東近江市 FF シエンタ 普通
52 藤塚　伊織 SAI 泉南市 FF I love pylon touch! SAI 普通
53 五十川　家睦 コンフォート 太子町 FF コンフォート 普通
54 大森　竜太郎 フィット 東郷町 FF フィット 普通
55 内藤　宏章 Tommykaira ZZ 岡崎市 FR Tommykaira ZZ 普通
56 川島　孝仁 フェアレディZ 一宮市 FR フェアレディZ 普通
57 広垣　誠 マツダロードスター 宇治田原町 FR マツダロードスター 普通
58 早田　健自 ロードスターND 野洲市 FR ロードスターND 普通
59 榊原　富之 MR-S 阿久比町 MR MR-S 普通
60 鈴木　克二 ロードスター 刈谷市 FR ロードスター 普通
61 櫻井　研太 MR-S 小牧市 FR MR-S 普通
62 山中　浩二 アルテッツァ 桑名市 FR アルテッツァ 普通
63 黒川　誠久 MR2 海津市 MR まだまだ現役MR2 普通
64 丹羽　基夫 MR-S いなべ市 MR リハビリ中ですが　MR-S 普通
65 石谷　康平 BRZ 堺市 FR BRZ 普通

受付 8:00～9:00　受付はセルフです。アルコール消毒後、検温。免許証とＪＡＦ会員証を受付のタブレットで撮影。
　　　　　　　　　　　ゼッケンと参加賞を各自で持って行ってください。受領後は両ドアに貼付し、コースの下見を各自。
9:00～　　　　　開会式（人と人との間隔注意。マスク必着。来賓、競技役員挨拶）
09:15～　　　　コースカー模範走行　練習走行　～　1ヒート前半～オフィシャル入替　後半　オフィシャル入替　2ヒート前半　オフィシャル入替　後半
　　　　　　　　　　※お昼休憩は進捗を見ながら設定します。お弁当が到着したら御案内しますので、受付に取りにお越しください。
14:30～　　　　表彰式　（2ヒート終了後、集計出来次第速やかに実施します。進行次第で遅くなることもあります。）

ご連絡 1 Ｂ級ライセンスの発行を希望される方は、当日３㎝×４㎝の証明用写真と、発行手数料3000円を持参いただくと、その場で手続き可能です。
2 当日の賞　 各クラス1－3位まで　カップ　副賞（三重の梅酒・ラリー発祥「紅翠」）ほか、特別賞、全員に参加賞あり

沢山のエントリーありがとうございます!申し込んだのに名前の無い方や、記載誤りがあればお知らせください。
急なキャンセルなども、御連絡は竜田携帯090-4197-6639まで。
お昼ごはんは、ご当地魚文さまの1コインお弁当を手配させて頂きます。参加費に500円オンして送金をお願いします。


