
クラス ゼッケン Driver フリガナ 車両名 車両 型式 ピットNo.

Keiカー(NA)　 2 瀬野 敬広 ｾﾉ ﾀｶﾋﾛ Ｌ２７５（´・ω・｀）ＭＳＷＣ ミラバン L275V 40

Keiカー(NA)　 3 樋口 克弥 ﾋｸﾞﾁ ｶﾂﾔ ＭｓＤｅｓｉｇｎ＆Ｃｒａｆｔｓ ビート PP1 40

Keiカー(NA)　 4 天野 芳樹 ｱﾏﾉ ﾖｼｷ ４１６　ＲＰ　トゥデイ トゥデイ JA4 40

Keiカー(NA)　 5 菅 宣稀 ｽｶﾞ ﾉﾌﾞｷ ＪａｃｋＡｕｔｏ☆町内會エッセ ESSE L235s 41

Keiカー(NA)　 6 鈴木 律幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ ガレージ・カリノ　ピンクのミラ ﾐﾗ L275V 41

Keiカー(NA)　 29 佐藤 豊 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ ゆたぽんレーシングエッセ改 ダイハツ　エッセ L235S 45

Keiカー(NA)　 48 狩野 治 ｶﾘﾉ ｵｻﾑ ガレージ・カリノ　エッセ エッセ L235S 41

Keiカー(NA)　 89 赤堀 智一 ｱｶﾎﾘ ﾄﾓｶｽﾞ オートクラフトひじきアルト アルト HA23V 42

Keiカー(NA)　 235 中川 太門 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾓﾝ ＴＣ赤エッセ エッセ L235S 43

Keiカー(NA)　 398 中野 渓一郎 ﾅｶﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ ケイズ　Ｔカー　アルト ケイズ　Ｔカー　アルト HA23V 42

Keiカー(Tur)　 7 奥村 輔 ｵｸﾑﾗ ﾀｽｸ Ｓ６６０トップ☆カロリスト S660 JW5 43

Keiカー(Tur)　 8 逸見 幸裕 ﾍﾝﾐ ﾕｷﾋﾛ - S660 JW5 42

Keiカー(Tur)　 9 若松 唯行 ﾜｶﾏﾂ ﾀﾀﾞﾕｷ - アルトワークス CR22S 44

Keiカー(Tur)　 10 石井 直人 ｲｼｲ ﾅｵﾋﾄ - アルトワークス ha36s 44

Keiカー(Tur)　 11 瀬戸 翔太 ｾﾄ ｼｮｳﾀ モンスター仙台　ＳＴちーの カプチーノ EA11R 44

Keiカー(Tur)　 35 成澤 匡幸 ﾅﾘｻﾜ ﾏｻﾕｷ スズキＪ宮城＆高橋Ｒカプチーノ カプチーノ EA11R 45

Keiカー(Tur)　 39 日向 繁美 ﾋｭｳｶﾞ ｼｹﾞﾐ オートクラフトＳ６６０ S660 JW5 45

Keiカー(Tur)　 880 金澤 延行 ｶﾅｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ - ダイハツコペン L880K 43

ステーションワゴン　 1 清水 延高 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ まだまだＢＰのり レガシィ ツーリングワゴン BP5 1

ステーションワゴン　 12 濱川 幸三 ﾊﾏｶﾜ ｺｳｿﾞｳ 濱幸レガシィワゴン レガシィワゴン BH‐5 1

ステーションワゴン　 13 結城 拓馬 ﾕｳｷ ﾀｸﾏ スピードワゴン財団 レガシィツーリングワゴン BP5 2

ステーションワゴン　 19 杉元 佑 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｽｸ ほぼ純正スイフトスポーツ スイフトスポーツ ZC33S 2

ステーションワゴン　 38 小林 佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ - カローラ ZZE123 3

ステーションワゴン　 69 安齋 剛 ｱﾝｻﾞｲ ﾂﾖｼ ホンダカーズ二本松　安達店 フィット DBA-GK5 3

ミニバン　 14 甲田 拓志 ｺｳﾀﾞ ﾀｸｼﾞ Ｔ－ＣＲＩＭＢ　ＡＳＫ号 サクシード ncp51v 4

ミニバン　 15 角田 浩司 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ Ｔ－ＣＲＩＭＢサクシード２号 サクシード  NCP51V 4

ミニバン　 16 進藤 賢浩 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ ティークライム　サクシード１号 サクシードバン ＮＣＰ５１Ｖ 5

ミニバン　 17 佐藤 和輝 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ホンダカーズ福島会津インター店 フリードハイブリッド 6AA-GB7 6

ミニバン　 18 渡辺 雪雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ Ｔ－ＣＲＩＭＢプロボックス プロボックス NCP58G 5

ミニバン　 193 嶋中 光志 ｼﾏﾅｶ ｺｳｼﾞ サクシード　ＲＰＳ　ＮＡ サクシード NCP51V 6

ミニバン　 315 菅野 航 ｶﾝﾉ ﾜﾀﾙ ホンダカーズ福島　矢野目店 フリード+ハイブリッド 6AA-GB7 7
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クラス ゼッケン Driver フリガナ 車両名 車両 型式 ピットNo.

エキスパートクラス　 1 潮田 隆治 ｳｼｵﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ つきじ丸ＡＵＤＩ　ＴＴ AUDI TT2.0 FVCHH 8

エキスパートクラス　 2 佐々木 匡 ｻｻｷ ﾏｻｼ - ホンダ　インテグラ dc2 8

エキスパートクラス　 3 熊谷 秀明 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ メディネット東日本・カレラ ポルシェ 997カレラ 9

エキスパートクラス　 4 和賀 政規 ﾜｶﾞ ﾏｻﾉﾘ うつまる号 シルビア S-15 10

エキスパートクラス　 5 大塩 博 ｵｵｼｵ ﾋﾛｼ ＺｅｓｔｙポルシェケイマンＳ ポルシェケイマンS ABA-981MA123 9

エキスパートクラス　 6 保坂 直道 ﾎｻｶ ﾅｵﾐﾁ ＢＲＺ BRZ ZC-6 10

エキスパートクラス　 7 佐々木 俊輔 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ Ｒ・Ｐ・Ｍ　白ＦＤ RX-7 FD3S 11

エキスパートクラス　 10 吉田 光宏 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ チームマコネン鉄砲玉シルビア シルビア e-s15 11

エキスパートクラス　 15 峯岸 一樹 ﾐﾈｷﾞｼ ｶｽﾞｷ もぶ～シルビア ニッサン　シルビア GF-S15 12

エキスパートクラス　 23 佐々木 達彦 ｻｻｷ ﾀﾂﾋｺ - シルビア S15 12

エキスパートクラス　 31 鹿嶋 郁巳 ｶｼﾏ ｲｸﾐ ＹＭＹ　ＦＣ サバンナＲＸ－７ FC3S 13

エキスパートクラス　 32 門馬 勇人 ﾓﾝﾏ ﾊﾔﾄ 廃車復活スカイライン スカイライン ECR32 13

エキスパートクラス　 66 小室 渉 ｺﾑﾛ ﾜﾀﾙ - GT-R - 17

エキスパートクラス　 884 林 英幸 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ ふくしまヒデ HONDA NSX-R NA1 14

エキスパートクラス　 963 片平自動車 ｶﾀﾋﾗｼﾞﾄﾞｳｼｬ 東北８６／ＢＲＺ　Ｃｒｅｗ ハチロク ＺＮ６ 14

チャレンジAクラス　 17 小海 崇史 ｺｶｲ ﾀｶｼ ＡＺＵＲ坂本オーテックシルビア AZUR坂本オーテックシルビア GF-S15改 18

チャレンジAクラス　 18 瀬川 守 ｾｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ - ロードスター na8 18

チャレンジAクラス　 19 吉田 正憲 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ - トヨタ86 zn6 19

チャレンジAクラス　 20 鈴木 剛志 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ - フェアレディ―Z S30 19

チャレンジAクラス　 22 遠藤 博文 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ - RX-7 FC3S 20

チャレンジAクラス　 24 千田 龍哉 ﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾔ - スバル インプレッサ 20

チャレンジAクラス　 26 佐久間 純平 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ９６０－Ｒエボ エボ10 cz4a 21

チャレンジAクラス　 28 仲畠 幸男 ﾅｶﾊﾀ ﾕｷｵ エンジンブローレーシング スカイラインGT-R KPGC10 25

チャレンジAクラス　 30 大塚 義勝 ｵｵﾂｶ ﾖｼｶﾂ エンジンブローレーシング ﾌｪｱﾚﾃﾞｨｰZ S31 25

チャレンジAクラス　 33 古山 智貴 ﾌﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ やまちゃんＲ スカイラインGT-R bnr32 21

チャレンジAクラス　 45 早崎 俊和 ﾊﾔｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 匠オイルＲＤＭＷシバタイヤＩＳ レクサス　IS350 GSE21 22

チャレンジAクラス　 51 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ ＥＢＲ ロータスエキシージ GH-1117 22

チャレンジAクラス　 52 牛崎 心温 ｳｼｻﾞｷ ｼｵﾝ - シビック EK9 23

チャレンジAクラス　 54 関 勝彦 ｾｷ ｶﾂﾋｺ 御意見無用大和魂ｋａｍｅ２号 スイフトスポーツ ＺＣ３３Ｓ 23

チャレンジAクラス　 55 鈴木 清矢 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ インテグラ インテグラDC5 DC5 24

チャレンジAクラス　 67 内山 維吹 ｳﾁﾔﾏ ｲﾌﾞｷ うちー86 86 ZN6 17

チャレンジAクラス　 80 小原 康二 ｵﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ SUGO ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞCRZ CRZ ZF1 16

チャレンジAクラス　 222 佐藤 和之 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ - GT-R R35 24

チャレンジBクラス　 8 大山 正太 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳﾀ ウマ娘ライスシャワーＭＲ－Ｓ MR-S ZZW30 A27

チャレンジBクラス　 27 會田  亮 ｱｲﾀ ﾏｺﾄ ほわいとさん スイフトスポーツ ZC33S A27

チャレンジBクラス　 29 渡辺 真司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ - シビック　タイプR GF-EK9 A28

チャレンジBクラス　 35 近内 清 ｺﾝﾅｲ ｷﾖｼ - ｱﾙﾃｯﾂｧ - A28

チャレンジBクラス　 36 水野谷 孝志 ﾐｽﾞﾉﾔ ﾀｶｼ エンジンブローレーシング スカイライン KPGC10 26

チャレンジBクラス　 37 川名 勇太 ｶﾜﾅ ﾕｳﾀ ９６０－Ｒペンギンシルビア シルビア S15 A29

チャレンジBクラス　 50 深谷 雅史 ﾌｶﾔ ﾏｻｼ エンジンブローレーシング シビック EK4 26

チャレンジBクラス　 69 加茂 勝一朗 ｶﾓ ｼｮｳｲﾁﾛｳ １５シルビアブーストＵＰ２１５ シルビア S15 A29

チャレンジCクラス　 11 高田 滋木 ﾀｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ - 981ケイマンS MA123 A30

チャレンジCクラス　 12 深谷 龍河 ﾌｶﾔ ﾘｭｳｶﾞ １７８レーシング 日産 スカイライン BNR32 B28

チャレンジCクラス　 14 三本木 悠希 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳｷ １７８レーシング 日産Silvia E-S14 B28

チャレンジCクラス　 16 味戸 桐 ｱｼﾞﾄ ｷﾘ - civic EG6 A30

チャレンジCクラス　 21 杉岡 蒼 ｽｷﾞｵｶ ｿｳ 杉岡蒼 WRXSTI CBAVAB B29

チャレンジCクラス　 25 小松 亮太 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾀ ロードスター ロードスター NCEC B29

チャレンジCクラス　 34 遠田 暁 ﾄｵﾀﾞ ｻﾄｼ ＡＶＰ　黄ボクＳ　９８１ ボクスターS 981MA123 B30

チャレンジCクラス　 39 千葉 敦也 ﾁﾊﾞ ｱﾂﾔ - スイフトスポーツ ZC33S B30

チャレンジCクラス　 40 草苅 尚弥 ｸｻｶﾘ ﾅｵﾔ ミラ ミラ L250S 31

チャレンジCクラス　 41 渡辺 実興 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｯｺｳ シビック シビック EG6 31

チャレンジCクラス　 42 江城 秀敏 ｴｼﾛ ﾋﾃﾞﾄｼ ヒデ＠ＣＲ－Ｚ CR-Z ZF1 32

チャレンジCクラス　 43 矢内 健夫 ﾔﾅｲ ﾀｹｵ ＴＡＧＥＣＨＡＮ　２６０Ｒ TAGECHAN  AWC-34２６０RS E-WC-３４改 32

チャレンジCクラス　 44 石川 翔也 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾔ マーチ マーチ12SR CBA-AK12 33

チャレンジCクラス　 46 吉田 峻 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝ - スイフトスポーツ ZC33S 33

チャレンジCクラス　 47 清野 裕太 ｾｲﾉ ﾕｳﾀ ミラジーノ ミラジーノ l700s 34

チャレンジCクラス　 49 釘宮 元喜 ｸｷﾞﾐﾔ ﾓﾄｷ カトリーヌ＠アクセラ１５Ｓ マツダ　アクセラ BM5FP 34

チャレンジCクラス　 53 荒井 洸哉 ｱﾗｲ ｺｳﾔ レガシィ レガシィB4 bl5 35

チャレンジCクラス　 56 塚田 潤 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 青い１３０ｉ e87 130i ABA-UF30 35

チャレンジCクラス　 57 重田 大輔 ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ - ランサーエボリューション8MR CT9A 36

チャレンジCクラス　 58 遠藤 正隆 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ - エッセ L235S 36

チャレンジCクラス　 60 阿部 康弘 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ - アルト HA36 37

チャレンジCクラス　 61 平林 勇輝 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ - スバルWRXSTI VAB 37

チャレンジCクラス　 62 小林 領 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ - RX-8 SE3P 38

チャレンジCクラス　 77 加藤 正一 ｶﾄｳ ｼﾖｳｲﾁ ホンダＣＲ－Ｚ ホンダCR-Z ZF1 38

チャレンジCクラス　 314 武田 海朱 ﾀｹﾀﾞ ﾐｨｼｬ シビック Civic EG6 39

チャレンジCクラス　 711 泉 純一 ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ オートクラフト　　Ｓ６６０ S660 JW5 39
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