
　
　　　【エントリーリスト（1／2）】

氏名 地域 クラブ 氏名 地域 クラブ 車両名称 型式

総合 1 谷内　壽隆 大阪 Team CATS 太田　一彦 奈良 Team CATS CATSファミリアSワゴン GF-BJFW

総合 2 米澤　正美 和歌山 MSCJ 早川　修平 奈良 MSCJ きのくにラリー仕様アクティー V-HA4

総合 3 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 EK4

総合 4 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 5 鍋島　茂男 大阪 JACS-K 森　博則 和歌山 RMC-W 北野自動車JACSコーギーシティ E-GA2

総合 6 髙垣　正樹 和歌山 - 河島　利幸 和歌山 - 鈴木委員長に挑むスズキジムニー ABA-JB23W

総合 7 長谷川　秀夫 大阪 ECC 安村　肇 和歌山 RMC-W 晴れたらいいね！DPフィルＦＴＯ E-DE3A

総合 8 松岡　陽一 兵庫 TEAM PORT 松浦　順子 兵庫 TEAM PORT PORT スイフト　１号 CBA-ZC32S

総合 9 西山　敏 兵庫 TEAM-DAX 四條　隆幸 大阪 TEAM-DAX DENKA　NASシティジェシカ E-GA2改

総合 10 松浦　秀勝 兵庫 TEAM PORT 堤　佳典 兵庫 TEAM PORT PORT スイフト　２号 CBA-ZC32S

総合 11 田中　秀朗 大阪 OECU-AC 山田　広樹 大阪 CSRT 電通大御学友コンビ＆シビック E-EK9

総合 12 上川　康彰 大阪 TEAM TORTUE 春木　正一 大阪 TEAM TORTUE おっちゃんコペン ABA-L880K

総合 13 石崎　秀雄 茨城 C・I 奥田　雅弘 埼玉 C・I フェイスクラフトDENKAデリカ KH-PD8W

総合 14 吉村　明人 大阪 Team CATS 狹間　利恵 奈良 Team CATS キャッツ１０ｋｇ太ったミラージュ E-CJ4A

総合 15 戸倉　佳紀 京都 - 太田垣　秀明 京都 ACK-W ＡＣＫ−W☆ＡＧＦもぐらシティー E-GA2

総合 16 荒井　信重 兵庫 HITAC 川村　康和 大阪 WHITE しろいミラ L502S

総合 17 梅津　祐実 大阪 OECU-AC 嵓田　浩一 大阪 RMC-W 電通大ＣＲ－Ｚ DAA-ZF1

大学 18 新子　貴也 奈良 OECU-AC 植村　賢 大阪 OECU-AC 帰って来た恐怖のラリーカーライフ LA-JB1

大学 19 魚谷　祐太郎 京都 KTUAC 池部　拓大 奈良 KTUAC 明後日の方向を向いたトゥデイ JW3

大学 20 松永　拓也 大阪 OECU-AC 岩田　侑也 京都 OECU-AC ロリコン岩田搭載車両みらくるミラ LE-L250V

大学 21 磯田　卓 兵庫 Team Shindai 森井　康貴 兵庫 Team Shindai 神大もう借り物じゃなくなったミラ L210S

大学 22 村上　裕政 奈良 OPUAC 大橋　卓弥 大阪 OPUAC オオハシビックリビスケット７号 EG6

クラス ｾﾞｯｹﾝ
ドライバー ナビゲーター 参加車両



　
　　　【エントリーリスト（2／2）】

氏名 地域 クラブ 氏名 地域 クラブ 車両名称 型式
クラス ｾﾞｯｹﾝ

ドライバー ナビゲーター 参加車両

クA 24 沼口　和己 愛知 MASC 花井　勝 愛知 MASC MASC/MM猫々ヴィヴィオⅡ E-KK4

クＡ 25 磯田　和宏 大阪 OECU-AC 岡田　康平 大阪 OECU-AC ワープワドラと社畜ナビのＣＲ－Ｘ E-EF8改

クＡ 26 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 27 河村　達也 滋賀 - 摩島　繁治 京都 MUCCOLE 都市よりマルゼン・レフティみら L512S

クA 28 浜　清志 大阪 - 麻田　学 大阪 - ＯＴＧＭＳＣ　ヴィッツ DBA-NCP91

クA 29 大嶋　英揮 愛知 - 遠藤　友美 愛知 - はこにわインプレッサ GH-GDB

クA 30 野村　聡 東京 TR-8 佐藤　信幸 神奈川 TR-8 チーム林道エイト　ヴィヴィオ KK4

クA 31 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 E-L502S

クA 32 渡邊　ルリ子 京都 TEAM SAFARI 山口　智子 京都 G CLEF のるりこ！シャンシャン！８６！ DBA-ZN6

クB 35 杉谷　仁 大阪 TEAM TORTUE 武田　郎 三重 TEAM TORTUE 珈琲300円・アクエリ・ヴィッツ SCP90

クＢ 36 夏目　裕貴 愛知 PORT.T 安田　暢明 愛知 ON！ ＱＭ☆名オフにぼしｏｒｚヴィッツ UA-SCP10

クB 37 初塩　洋志 京都 - 片桐　直人 愛知 - ハツウ＆クマ名オフスイスポＳＲ３ TA-HT81S

クB 38 中居　肇 大阪 RV-テック 井口　昌広 大阪 RV-テック ＲＶテックいぐピー　肇のトゥデイ JA4

クB 39 山田　彩 和歌山 - 南口　大 和歌山 - スズ菌姉弟の弐号機アルトワークス E-HB11S

クB 40 堀　剛 和歌山 - 堀　修 和歌山 - 志賀野サンシャインＢＲＺ DBA-ZC6

クB 41 久野　正義 愛知 TR-8 福原　忠 埼玉 TR-8 ＴＲ−８　ＨＩＪＥＴ LE-S330V

クB 42 岡　文雄 大阪 RV-テック 岸本　友希 大阪 RV-テック ＲＶテック２０になった祝ラパン♡ LA-HE21S

クB 43 今西　美希 和歌山 - 今西　豊治 和歌山 - ニコニコムーヴラテ CBA-L550S

クB 44 平城　昌彦 大阪 - 谷嶋　茂樹 大阪 - Ｎ２ＯシトロエンＣ２ A6NFU

クB 45 大浦　由美 大阪 - 筒井　計蔵 和歌山 - トヨタプリウス DAA-ZVW30

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

クＢ 47 藤原　洋一 大阪 - 井関　康仁 大阪 - ＤＳ３ ABA-A5C5F04

クB 48 横矢　毅 和歌山 - 池田　睦司 愛知 - スバルサンバー LE-TV2

クB 49 土井　一久 愛知 - 上別府　史昌 愛知 - Porche９１１－９９６Ｃ４Ｓ 99603

クB 50 西岡　崇 和歌山 - 池田　吉寿 和歌山 - スバルサンバートラックＴＣＳＣ EBD-TT2

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[23][33][34]は欠番とする。


