
（総エントリー19チーム）CN-1 クラス計 19ﾁｰﾑ
Class Car．No TEAM PIT ＤＲＩＶＥＲ MACHINE

鈴木 英雄 シルビア
宍戸 信好 メルセデスベンツAMG

藤本 正道 スカイライン

堀内 隆道 インテグラ
鴇田 英俊
高橋 進

門馬 勇人

トモ ゾウ マツダ
ニノ 高橋

ナリータ ヒロピン
タケシチャン ベッテル

ステイサム 兄貴
佐々木 栄樹 ﾎﾝﾀﾞｼﾋﾞｯｸ
佐々木 哲男
大場 直樹
早坂 匡利

笹島 那則 86
入江 真史
齋藤 良明

阿部 四三男 ユーノスロードスター

石塚 正之 ランサーエボリューション

香野 威 カローラレビン

くみちょう シビック
岩崎 孝義 インテグラ
佐藤 勝博 CR-Z
小畑 智和
大友 敦仁
山田 立 スイフトスポーツ

伊藤 竜弥 BRZ
吉田 優一 86
佐藤 直人 ブルーバード

五十嵐 浩 CR-Z
山口 崇 CR-Z

五十嵐 愛輝 180SX

水島 淳 スターレット
岡崎 聡

岡崎 健治
今野 隼人

佐々木 栄樹
鈴木 利也 シビック　タイプR

佐藤 啓汰 ボクスターS
赤穂 智規 インテグラ　タイプR

福場 亮輔 レガシィ

松本 竜也 シビック
引地 弘喜 ランサーエボリューション7

芦名 義春 インテグラ
渡辺 一男 シビック

福原 孝 インプレッサ
白崎 圭一 インテグラ
豊田 真也 MINI F56JCW
村上 隆也 スパイダー
山内 真依

SUGO The 耐感 １８０min 2nd Stage エントリーリスト
SUGO INTERNATIONAL RACINGCOURSE

 ENTRY LIST

C-1 17 OPTION耐久SPL　チームB 17

C-2 3 風の谷の馬歯科商事 25

C-2 22 NRTレーシング 22

C-2 87 NHSリパーツ＋ＤＸＬＭＬＥＫ 19

C-2 89 チームセレクトホテルズグループ2 33

C-2 430 430Racing 35

C-3 9 ZestyRacing C-3 26

C-3 16 シン・おしえて！リスポッケ先生♪ 16

C-3 180 FEED Racing Team 24

C-4 18 NHSえむライフディクセルミッドランドEP 18

CN-1 15 Absolute area 2 14

CN-1 27 TOP GUN 27

CN-1 229 TEAM229 30



大槻 征久 86
下野 幸成 86
東 浩平 86

松谷 昭男 FIT
千葉 明宏 GRヤリス
千葉 保明 86
村上 勝裕 シビック
村上 拓海
渋谷 彬秀 フィット　RS
髙橋 一生 ロードスター
椎名 真聖 インテグラ　タイプR

山田 匠海

丸木 祐二 マツダロードスター

鷹羽 保 マツダロードスター

神蔵 俊平 ユーノスロードスター

岩崎 魁 マツダ ロードスター

武田 敦生
巳ノ瀬 健太
細田 駿也

中村 寛 FIT
草野 貴哉
矢澤 貴彦

CN-2 11 チームロゴス 11

CN-3 12 おやじ＆息子チームとおっさんレーサー 12

CN-3 13 Absolute area 13

CN-3 949 949RACINGプラス 34

CN-4 47 ケイズDRロードスター 36

CN-4 88 チームセレクトホテルズグループ 32


