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SB ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 仲田　剛 ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA21R ｱｸｴﾘｱｽｽﾎﾟｰﾂ 兵庫県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ じゅうりひでひろ ＣＡＤＨＫＳ☆エンドレス☆ＤＬ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA22S DL CAD CARS 大阪府

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 谷口誠也 キャドカーズ　７２ワークス ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ CA72V DL CAD CARS 和歌山県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ ＭＡＸ☆高野 ウェッズスポーツ★アルト ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ CR22S YH News 岐阜県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 前田　馨 ＴｉｍｅｌｙカプチＩＤＩ ｽｽﾞｷｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R YH Timely 兵庫県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 砂田　浩 Ｔｉｍｅｌｙ空夫アルトＩＤＩ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA21S YH Timely 兵庫県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 大石　敏行 コージーライツ　カプチーノ ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R YH ｺｰｼﾞｰﾗｲﾂ浜松 静岡県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ おっさんﾊﾟﾜｰﾜｰｸｽ ＫＫＢ　ＷＯＲＫＳ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ CN21S YH ﾄｰﾀﾂﾁｭｰﾝ ﾜｰｸｽ 三重県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 宮本　慎也 メルセデスアルト ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA21S DL ﾄｰﾀﾂﾁｭｰﾝ ﾜｰｸｽ 三重県

SS ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 並川　喜彦 サンダーレーシング寿工房カプ ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R DL 奈良県

SB Rｸﾗｽ 波多野　克定 ＧａｒａｇｅよしくんアルトＩＤ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V YH Timely 兵庫県

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝRｸﾗｽ DG4　Racing　たくや ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA11S DL CAD CARS 大阪府

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝRｸﾗｽ 岩崎　勇一 ＧＡＲＡＧＥ　ＧＡＯ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA21S BS GAO 大阪府

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝRｸﾗｽ 田渕　敬人 Ｇａｒａｇｅれぽ☆研修生１号車 ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA21S KH LUSTYWOLF 兵庫県

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝRｸﾗｽ 永田　飛鳥 ノールウォークアルト ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V DL NORWALK 兵庫県

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝRｸﾗｽ 田中　健一 田中オート借物カプチーノ ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R KH 田中ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 大阪府

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝSｸﾗｽ 林　知弥 ８８４－ＳＴＹＬＥラパン ｽｽﾞｷ ﾗﾊﾟﾝ HE21S YH Vﾌｧｸﾄﾘｰ 兵庫県

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝSｸﾗｽ フルカワ少年 も。ファク赤カプ２１世紀仕様 ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R も。ファク 愛知県

SS ﾎﾞﾙﾄｵﾝﾀｰﾋﾞﾝSｸﾗｽ 田中ｵｰﾄ紺ｶﾌﾟ 田中オートかっちゃんカプチーノ ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R KH 田中ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 大阪府

SS ｱｽﾄﾜｰｸｽｸﾗｽ 田畑　昌幸 ＧＡＲＡＧＥ　ＧＡＯ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA36S GAO 大阪府

SS 2ﾍﾟﾀﾞﾙｸﾗｽ 中村　敏夫 イチヨンＮ－ＯＮＥ ﾎﾝﾀﾞ N-ONE JG1 DL ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 大阪府

NA660-0ｸﾗｽ 北見　拓也 ＤＭ　ミラ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ L275V DL ｵｰﾄｸﾗﾌﾄ 滋賀県

NA660-0ｸﾗｽ 竹本 ＣＳＴ竹本自動車エッセＤＸＬ ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235S DL 竹本自動車 大阪府

NA660-0ｸﾗｽ タナタナサン 竹本自動車タナタナエッセＤＸＬ ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235S DL 竹本自動車 大阪府

NA660-1ｸﾗｽ ＳＨＯＵＴＡ２７ 幸愛エッセ速人 ﾀﾞｲﾊﾂ ｺﾍﾟﾝ L235 YH 大阪府

NA660-1ｸﾗｽ ＡＫＩＯ４８ 幸愛ジジーノ速人 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ L700 DL 大阪府

NA660-1ｸﾗｽ 双田　淳 ノールウォークアルト ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V DL NORWALK 大阪府

NA660-1ｸﾗｽ つね 竹本自動車☆のミラ ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ L275V DL ｵｰﾄｶﾞﾚｰｼﾞ ｶﾜﾑﾗ 大阪府

NA660-1ｸﾗｽ ムサシ 竹本自動車ムサシ号 ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235S DL 竹本自動車 滋賀県

NA660-2ｸﾗｽ 林　浩史 竹本自動車三千ル号 ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235S DL 竹本自動車 大阪府

NA660-3ｸﾗｽ 中川　伸泰 エッセ ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235S 兵庫県

NA660-3ｸﾗｽ 森井　昭寿 Ｔ－ＲＡＣＩＮＧアルト ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V MI 大阪府

NA660-3ｸﾗｽ 土屋　速人 幸愛２７５速人 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ L275 大阪府

NA660-3ｸﾗｽ ヒャッハー原口 ＳＳＨ松田ナビック・ワコー ﾏﾂﾀﾞ ｷｬﾛﾙ HB23S NAVIC 京都府

NA660-3ｸﾗｽ 山本　智哉 Ｔ．Ｔ．ＷＯＲＫＳアルト ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V KH T.T.WORKS 三重県

NA660-3ｸﾗｽ 大東　智和 頑張れ中年ビギナーＨＡ２３ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V MI ｶｰﾒﾝﾃﾅﾝｽﾐﾔﾓﾄ 兵庫県

NA660-3ｸﾗｽ 歩夢斗号 ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235S YH ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 兵庫県

NA660-3ｸﾗｽ 岩谷嘉之 双栄自動車アルト ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23S ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 兵庫県

NA660-3ｸﾗｽ 小林　誠 ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ ha23v ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 兵庫県

NA660-3ｸﾗｽ 小林　秀基 Ｍ・Ａ　ＬＵＢＲＩ☆コバスポ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V MI ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ 兵庫県

NA660-3ｸﾗｽ NAOTO ＳＣ－Ｆａｃｔｏｒｙ　ＤＸＬ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ HA23V KH 小西ﾀｲﾔｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 和歌山県

ｺﾍﾟﾝﾄﾛﾌｨｰ ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞﾝﾀｲﾔ幅自由ｸﾗｽ 期待の塚ぴ～ セントラル初走行許してコペン ﾀﾞｲﾊﾂ ｺﾍﾟﾝ L880K DL MuRaIKe Speed Factory 岐阜県

ｺﾍﾟﾝﾄﾛﾌｨｰ ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞﾝﾀｲﾔ幅自由ｸﾗｽ トム「そうや」 ﾀﾞｲﾊﾂ ｺﾍﾟﾝﾛｰﾌﾞ LA400K DL も。ファク 兵庫県

ｺﾍﾟﾝﾄﾛﾌｨｰ ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞﾝﾀｲﾔ幅自由ｸﾗｽ バタマン ゲジナン白?ぶコペン ﾀﾞｲﾊﾂ ｺﾍﾟﾝﾛｰﾌﾞ LA400 BS も。ファク 滋賀県

ｺﾍﾟﾝﾄﾛﾌｨｰ ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞﾝ165限定&ATｸﾗｽ ブリキ ダークブルー☆ブリキ☆コペン ﾀﾞｲﾊﾂ ｺﾍﾟﾝ L880K BS CAD CARS 大阪府

S660 ﾁｭｰﾝﾄﾞﾀｰﾋﾞﾝｸﾗｽ 高松　憲次 パンドラコンペテックＳ６６０ S660 JW5 YH HKSﾃｸﾆｶﾙﾌｧｸﾄﾘｰ 埼玉県

S660 ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞﾝｸﾗｽ 藤本　正司 関西スプリント班ー藤本 S660 JW5 NK Flatwell 大阪府

S660 ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞﾝｸﾗｽ こいたろう Ｓ６６０関西スプリント班 S660 DBA-JW5 ﾃﾞｨﾚｯﾂｧ ｔ-racing 奈良県

S660 ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞﾝｸﾗｽ 通勤快足GTR Ｓ６６０四国スプリント班 S660 DBA-JW5 BS ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ愛媛松山久米店 愛媛県

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 田原　利英 パワーハウスＤＴＭ ｽﾊﾞﾙ ﾌﾟﾚｵ RA1 DL 大阪府

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 前川　徹夫 ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA22S YH 兵庫県

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ BLUE ｅｘｐｒｅｓｓアルト×ラスティ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA11S BS LUSTY WOLF 兵庫県

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 山田　美季 Ｇａｒａｇｅれぽ☆研修生６号車 ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA21S LUSTY WOLF 兵庫県

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 岡本　梓 ｖｉｖｉｏ６６０　あずにゃん ｽﾊﾞﾙ ｳﾞｨｳﾞｨｵ KK4 LUSTY　WOLF 兵庫県

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ Mr.ﾎﾟﾝｺﾂ大熊猫 田中オート大熊猫カプチーノ ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R KH 田中ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 大阪府

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 渡部　一貴 田中オートなべちゃんカプチーノ ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R KH 田中ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 大阪府

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　ﾀｰﾎﾞｸﾗｽ 高野　秀幸 田中オートひでちゃんカプチーノ ｽｽﾞｷ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R DL 田中ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 大阪府

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　NAｸﾗｽ 岡本　賢一 ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235 ATR 兵庫県

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　NAｸﾗｽ 鑛納　智和 ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235 BS 兵庫県

ﾀｲﾑﾄﾗｲｱﾙ　NAｸﾗｽ 大西　宗次郎 １年２．５組えっせくん ﾀﾞｲﾊﾂ ｴｯｾ L235S DL Timely 兵庫県


