
レース名 クラス 車両名 第1ドライバー 第2ドライバー 第3ドライバー 第4ドライバー 第5ドライバー 第6ドライバー 第7ドライバー 第8ドライバー 第9ドライバー 第10ドライバー 第11ドライバー 第12ドライバー 第13ドライバー 第14ドライバー 第15ドライバー 排気量 年式 ＳＨＯＰ名 地区
R35 Team ブラックデビル feat.カフェパドック 上野　卓哉 鉢呂　敏彦 玉山　順彦 小林　伸嘉 保田　昌伸 山下　裕康 豊島　秀樹 中村　恭英 TRY・BOX 奈良

レッド キャット 水野　匡崇 田中　智 林　由理子 京都
チャレンジ  ナイン is ハーヤ ハカナ ハッチィー　 バッキー フジモト タダ オガワ AUTO BAHN SPORT 恵比寿 愛知

マツタケ 147（東田仕様） 竹原 松本 東田 山本 三好 下田 五味 吉田 福永 シェフ ジロン自動車㈱ 大阪
坂本　典正 堀川　知広 八木　秀一 杉浦　しんじ 藤井　岳 大阪

パフェ☆とも・萬雲塾/318is 森村　彰博 貝本　敬 鐡東　敦史 浦井　章吾 早崎　良巳 岡田　幸明 谷森　康登 萬雲　恒明 中林　祥次 AUTO BAHN SPORT 恵比寿 奈良
崖の上の動く豚で アッー！ Gluck Racing タヌキーニ マルK@起業 Hide@ミッドウェイ メルビス スーパーイヴ あっくん カンカン ディランティー 奈良

高澤　嘉英 森　雅男 野崎　剛 木村　龍規 大西　孝俊 寺下　嘉人 京都
生川　幹洋 川田　睦 宇根　智 須崎　信茂 井野　寛之 井上　理人 ディレクション 三重

レビンカーズ クーパーS 宮川　達夫 川端　一永 若狭　薫滋 川端　郷広 新畑　忠士 宮川　達也 レビンカーズ 大阪
クレヨンGT3社員研修号 ガレージクレヨン 滋賀

フィアット ×1/9 プロトティーポ 大井　真一 山元　隆一 丸山　正勝 飯塚　徹 神富　英明 三觜　正人 奥富　雅弥 佐藤　晃司 漆山　博之 堀井　順 戸島　邦晶 梅原　智彰 ㈱ポテンシャル 東京
Garage Galapago ミニ 小塚　英雄 町谷　昌治 角　雄一郎 山田　敬太郎 吉野　賢 福永 櫻井　博太 富田　浩二 鈴木　高士 藤村　泰之 Garage Galapago ミニ 愛知

PADDOCK・K'ｓGARAGE・ROAD WAY・POLO-GTI 中井　祥隆 岡村　直也 幾田　晃弘 早野　巌 西尾　英樹 竹澤　学 中川　昌征 南野　宗和 大阪
マイロード スチール スーパー7 奥田　治一郎 竹中　翔吾 杉本　雅一 濱川　忠昭 東村　幸紀 山中　修一 ㈲マイロード 大阪

原北　隆 田幸　和純 早川　孝裕 高橋　正 青山　司 岩下　憲四郎 石田　裕慈 大阪
TEAM GIMA 絶好腸 is 黄門様 大腸 小腸 十二指腸 盲腸 直腸 執刀医 AUTO BAHN SPORT 恵比寿 大阪

アキランドレーシング318is サカグチ トミマス カトウ タカハシ クボ ヨネクラ オオハシ キシ エンドウ ホッタ 大阪
村阪　俊和 勝井　基明 嵯峨　正人 萬代　真司 石橋　義明 大川　謙治 北邨　亮一 宮本　純 大阪
新居　桂樹 大阪

Profi 9耐久スペシャル GOLF 藤野　佳昭 東田　興明 堀内 小牧 寺本　大作 竹本 オートハウスプロフィ 大阪
末岡　智 末岡　仁 横井　隆直 伊藤　彰浩 ㈲ラベック 愛知

ゴルフ3 Clip on ドクターズ 中島　祐一 山本　正仁 寺島　大介 浅野　勉 Ｃｌｉｐ ｏｎ 滋賀
原田　政治 高橋　昌志 青山　堅司 谷田　伸行 こぜ太郎 冨田　卓志 水元　寛規 WORKS 池田 大阪

ブルー マックス 喜多條　正樹 近藤　説秀 伊藤　肇 AUTO BAHN SPORT 恵比寿 京都
西山　嘉彦 長山　征訓 青木　邦敏 鈴木　雅明 滑川　健 八木　晋一 ㈱ネコパブリッシング 東京

吉村 恵比寿 Gluck Z2 制動屋 NUTEC ヘンテコリン チンチクリン リュウタ クラシアン タンニン AUTO BAHN SPORT 恵比寿 大阪
BMW M5 アンティーク号 佐藤　哲也 林下　久義 安田　駿哉 アンティークガレージ 京都
稲坂自動車 BMW・耐久 SP 丹生　司祥 白坂　勝明 吉田　宏 森本　博康 稲坂　博 竹内　秀一 奥村　直之 藤原　久平 竹原　祐志 美崎　力 山中　俊史 ㈲稲坂自動車 兵庫
ちいむれいしんぐおやじ9hVW 久米田　正平 田村　恵 大橋　孝行 辺見　実 八田　信行 秦　健二 瀬野　渉 井上　寛之 前川　住雅 大阪

 AUTOPARCO 75 長谷川　竜也 武井　雅郎 森　彦二郎 和田　保浩 玉手　清公 諸國　眞太郎 谷中　博 谷中　弘美 谷中　春斗 小島　昌樹 竹内　洋二 楠滝　正樹 梶原　博司 三重
オールドパワー（OLD POWER） 鎌谷　聡 今川　照雄 佐藤　匠 原沢　拓郎 村上　哲也 政本　芳司 水嶋　美由紀 ガレージハスクバーナ 兵庫

森川　康之 川口　達夫 馬場　俊輔 望月　一希 前田　祐二 畑山　三四郎 小柴　教夫 森　彦二郎 谷中　博 大阪
ARP 萬雲塾/ﾎﾟﾙｼｪ911ｶﾚﾗ 大隈　健英 吉岡　良晃 兵庫
LCR ベント GLI 元 バイキン号 中上　元 田中　利武 原田　晶章 田中　成一 吉田　達雄 ライフカラー 鳥取

ジンさんのエリーゼ 奥田　康夫 神谷　穂 山中　修一 ㈲マイロード 大阪
J-1 Factory ボロ3 竹内　順一 ㈲竹内オートサービス 大阪


