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【エントリーリスト（1／2）】

氏名 地域 所属 氏名 地域 所属 車両名称 型式

総合 1 西山　敏 兵庫 TEAM-DAX 四條　隆幸 大阪 TEAM-DAX ＮＡＳシティ GA2カイ

総合 2 田中　健三 愛知 FERIAS 小川　博史 愛知 FERIAS ダートおじさんランサー CT9A

総合 3 太田　一彦 奈良 Team CATS 谷内　壽隆 大阪 Team CATS キャッツスイフト１号 ZC32S

総合 4 髙垣　正樹 和歌山 - 河島　利幸 和歌山 - いつもの二人でスズキジムニー JB23W

総合 5 松岡　陽一 兵庫 TEAM PORT 松浦　順子 兵庫 TEAM PORT ＶＩＤＥＯＰＯＲＴ　スイフト１号 ZC32S

総合 6 児玉　智比呂 兵庫 TEAM CASTLE 進　政範 兵庫 TEAM CASTLE マッチボックス☆キャッスルラパン HE22S

総合 7 有川　和正 大阪 TEAM TORTUE 藤嶋　義孝 京都 FINALIST ダイハツＤＡＳＨ’大阪ストーリア M112S

総合 8 長谷川　秀夫 大阪 ECC 安村　肇 和歌山 RMC-W 今年も楽しくきのくにラリーＦＴＯ DE3A

総合 9 関　直弘 和歌山 TEAM-HEART 田辺　芳和 和歌山 TEAM-HEART ハート　アルト HB21S

総合 10 摩島　繁治 京都 MUCCOLE 古市　えめい 奈良 PANASUS 都市よりマルゼンレフティＳＣみら L512S

総合 11 笹本　力也 大阪 OECU-AC 梅津　祐実 大阪 OECU-AC 電通大ＣＲ－Ｚ ZF1

総合 12 安藤　恭平 岡山 FRCM 田代　啓之 岡山 RCH 車屋がんめたスイフト ZC31S

総合 13 鍋島　茂男 大阪 JACS-K 嵓田　浩一 大阪 RMC-W 北野自動車ＪＡＣＳコーギーシティ GA2

総合 14 鈴木　諒 大阪 RV-TEC 岸本　芳昭 大阪 RV-TEC よっ君と鈴やんのイケイケミニカ！ H42V

総合 15 荒井　信重 兵庫 HITAC 山田　広樹 大阪 CSRT あたらしいミラＶ L275V

総合 16 上川　康彰 大阪 TEAM TORTUE 春木　正一 大阪 DCCS 今年はＤＡＳＨ’のブーン M312S

総合 17 平野　崇 兵庫 Team CATS 松井　弘成 大阪 Team CATS キャッツナビさんシビック２０１６ EK6

総合 18 松浦　秀勝 兵庫 TEAM PORT 堤　佳典 兵庫 TEAM PORT ＰＯＲＴ　アルト　ＲＳターボ HA36S

総合 19 成瀬　満 大阪 GRASS 信田　由美 大阪 GRASS ＧＲＡＳＳいちごのコリちゃんミラ LA300S

総合 20 杉谷　仁 島根 TEAM TORTUE 武田　朗 三重 TEAM TORTUE 珈琲３００円・アクエリ・アルト HA25S

総合 21 甫喜山　恭 兵庫 JACS-K 藤田　聡郎 大阪 JACS-K ファクトリーＪＡＣＳＫフィット☆ GE8

総合 22 小笠原　孝 大阪 Team CATS 中井　匡斉 奈良 Team CATS ＣＡＴＳミラージュ CJ4A

車
番

ク
ラ
ス

　　JMRC近畿アベレージラリーシリーズ第３戦

　２０１６きのくにラリーin阿弖河
ドライバー ナビゲーター 参加車両

総合：総合クラス　大学：大学対抗クラス　クA：クローズドAクラス　クB：クローズドBクラス
ゼッケン[32]は欠番とする。
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【エントリーリスト（2／2）】

氏名 地域 所属 氏名 地域 所属 車両名称 型式

車
番

ク
ラ
ス

　　JMRC近畿アベレージラリーシリーズ第３戦

　２０１６きのくにラリーin阿弖河
ドライバー ナビゲーター 参加車両

大学 23 難波　祐成 京都 KTUAC 掛江　紘平 京都 KTUAC 工繊！横転！ストーリア！ M101S

大学 24 吉田　海 大阪 - 竹野　奎太 大阪 - ダイハツ　ムーヴ L150S

大学 25 丸山　友希 兵庫 - 橋本　英知 京都 - ＧＯＧＯハイゼット宝塚 S200P

クＡ 26 村田　雅弘 大阪 FIGURE 村田　愛子 大阪 - 古豪フィギュアダイハツミラ L502S

クＡ 27 關口　勝 神奈川 TR-8 宮城　孝仁 東京 TR-8 ＴＲ－８關口・宮城組ランサー CT9A

クＡ 28 大田　貴之 神奈川 TR-8 白水　順一 神奈川 TR-8 ＴＲ－８ブレイド AZE156H

クＡ 29 小野　守 岡山 T.CHERISH 原野　雅子 岡山 T.CHERISH チェリッシュ営農アクティ HA7

クＡ 30 川島　浩史 愛知 ON! 前田　健吾 三重 TSY 樋口鍼灸院ＴＯＲ幻想郷ＲＸ－８ SE3P

クＡ 31 石川　智規 奈良 OECU-AC 岡田　康平 大阪 OECU-AC もっと馬力がアルト思ったのに！！ CS22S

クＢ 33 堀　剛 和歌山 - 堀　修 和歌山 - 志賀野サンシャインＢＲＺ ZC6

クＢ 34 竜田　健 三重 ON！ 安田　暢明 愛知 ON！ 名オフＯＮ！知り尽くしＢＭＷ OH25

クＢ 35 岡　文雄 大阪 - 岸本　実子 大阪 - ＲＶ－ＴＥＣバード♡ミコのラパン HE21S

クＢ 36 岸本　友希 大阪 RV-TEC 井上　智美 大阪 - ＲＶ－ＴＥＣ女子力高めヴィッツ♡ NCP13

クＢ 37 植野　克己 和歌山 - 中植　正富 和歌山 - ぬまたにＫｅｉワークス HN22S

クＢ 38 辻本　慶行 京都 - 宮﨑　勇輔 和歌山 - 三菱ＥＫスポーツ H81W

クＢ 39 緑谷　尚 兵庫 - 吉見　豊 兵庫 - スズキカプチーノ EA21R

クＢ 40 森　拓門 和歌山 - 嶋本　美紀 和歌山 - スズキアルト HA36S

クＢ 41 髙丸　昌貞 大阪 Team CATS 西岡　章夫 和歌山 T-OMEGA クラウン　トヨタ JZS175

クＢ 42 中居　肇 大阪 - 井口　昌広 大阪 RV-TEC ナニワに帰ってきたトゥデイ JA4

クＢ 43 村木　花奈江 愛知 ON! 南谷　佳 愛知 ON! いつものヴィッツ　オン！ NSP130

クＢ 44 阪口　綾一 和歌山 日村　雅志 大阪 SEAMEW ブルーグラスシルビア PS13

クＢ 45 山中　健志郎 大阪 - 山中　一三 大阪 - デューポイントデミオ DJLFS

クＢ 46 池田　弘 大阪 MASC-W 寺岡　浩二 和歌山 MASC-W ＭＡＳＣ－ＷスターレットＫＰ６１ KP61

総合：総合クラス　大学：大学対抗クラス　クA：クローズドAクラス　クB：クローズドBクラス
ゼッケン[32]は欠番とする。


