
２０１４ＪＡＦ中国四国ラリー選手権第２戦
２０１４ＪＭＲＣ中四国ラリーシリーズ第２戦

２０１４ＴＲＤラリーチャレンジｉｎ徳島

つるぎ山アルペンラリー

： 時　　　刻： 10:00
： コミュニケーションＮｏ．１（エントリーリスト） 文書番号： 4.01
： 大会組織委員会
： 全参加者
： 2ページ 添付書類：なし

エントラントリスト(選手権部門）

No. クラス ドライバー 地域 コ・ドライバー 地域

1 C 冨安　敏照 福岡 小宮　新一 福岡
2 C 西　　隆司 広島 丸山　晃助 広島
3 C 草間　一朝 東京 菅野　総一郎 茨城
4 C 手塚　清明 石川 斎藤　哲史 静岡
5 C 渡部　洋三 愛媛 池田　　茂 東京
6 C 金子　敏邦 愛知 鈴木　眞由美 愛知
7 C 山口　英明 高知 走出　芽美 高知
8 C 伊藤　　暁 兵庫 髙橋　浩子 愛知
9 C 那須　文章 滋賀 馬瀬　耕平 兵庫

10 C 宮川　優一 広島 北川　紗衣 北海道
11 C 藤川　勝行 大阪 中村　禎宏 大阪
12 C 青木　光広 東京 青木　郁香 東京
13 C 山城　哲也 山口 岩政　秀夫 山口
14 C 阪本　　寧 熊本 八尋　俊一 熊本
15 C マクリン大地 大阪 荒井　純司 大阪
16 C 島田　充也 福岡 梁井　恒紀 佐賀
17 C 中村　亮介 高知 森本　那吏里 香川
18 B 小西　健太郎 滋賀 藤島　義孝 京都
19 B 白方　利文 愛媛 伊藤　洋幸 広島
20 B 筒井　克彦 福岡 箕作　裕子 神奈川
21 B 増田　慎吾 広島 山田　真記子 滋賀
22 B 野村　浩司 広島 横山　英治 広島
23 B 河原　　誠 岡山 梶山　　剛 広島
24 B 平田　眞一 岡山 岸本　収正 岡山
25 B 野間　航太郎 香川 香川　俊哉 香川
26 B 川本　圭祐 岡山 廣田　幸子 岡山
27 B 宮永　　条 岡山 山内　英一郎
28 B 辻　　泰明 大阪 蓑輪　信悟 大阪
29 B 保田　直樹 愛知 杉原　慶彦 愛知
30 A 寺川　和紘 広島 石川　美代子 広島
31 A 松井　繁往 広島 安藤　恭平 岡山
32 A 川村　貴宣 兵庫 中西　貴晃 大阪
33 A 清水　順司 徳島 金森　龍 徳島
34 A 永田　　一 京都 山岸　毅厳 徳島
35 A 松田　保夫 愛知 鈴木　和人 京都
36 FC 平尾　高王 香川 和田　善明 香川
37 FB 伊藤　夏海 徳島 佐野　　勉 徳島
38 FB ESASHIKA BOTELHO AKINORY 徳島 比嘉　章仁 徳島
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ＤＬ☆ＢＲＩＧ♪ＭＳＷみかんランサー９
ＳＲＳ－ダンロップ・ランサー

ＴＥＡＭ　ＣＥＲＡＭ　ランサー
チームみかんランサーⅨ

ＩＴＥＣ＆ＶＩＣＴＯＲＹランサー
ＲスポーツランサーＷＥＳＴ

ＳＳ・ＪＩＲＯシロキヤランサー
アンザイ・ＩＭＭＥＮＳ・ＮＥＮＣランサー

ＤＬリキモリどライブよ～てっくランサー
恵歯会レプソルＳＰＩＲＩＴランサー

泥屋キタキツネランサー
ＡＰＹ・ＲＳ・ＵＮＩＴＹ　ランサー

ニッチ・ランサーエボ４
ＢＯＯＢＯＷ☆ＡＧＳＣブーン×４

ＣＭＳＣ香川ホワイツカンパニーランサー
浅野自動車アユストロベリーレビン
徳島工業短期大学ＤＴミラージュ

恵歯会ＲＥＰＳＯＬハラデザインデミオ
ＲＣＨ・ＢＥＣＷＯＲＫＳ・ＧＤ３フィット
ＢＯＯＢＯＷ・ＤＵＮＬＯＰ・ストーリア
ＳＡＳアドバンすと～りあｘ４
四国産直市場ＡＲＭヴィヴィオ
ＳＲＳ－ＲＸ８

ＦＲＣＭ・ドリーム・セリカ
四国産直市場フジイ自動車シビック
チェリッシュＡＤＶＡＮミラージュ
ＭＳＷ・ＢＯＯＢＯ・ＤＬブーン×４
ＡＧＳＣ☆ＢＯＯＢＯＷブーン×４☆２号
ＳＲＳデンソーＤＬ＠ブーン

車名

ＤＸＬ　ＩＲＷ　Ｒスポーツ　インテグラ
マッハセキネンミラージュナイトグリーン
シロヤギよしだやランサー
Ｒスポーツレビン
シロヤギＡＤＶＡＮミラージュ

ＴＯＦ・マクリンインプレッサ
ⅥＣＴＯＲＹランサー

恵歯会ランサー
Ｆ－ＴＵＮＥエナペタルＢＲＩGランサーⅥ



エントラントリスト(ＴＲＤ部門）
Ｎｏ. クラス ドライバー 地域 コ・ドライバー 地域

101 E-2 山口　忍 愛知 坂田　智子 愛知
102 E-2 中村　英一 愛知 安藤　裕一 愛知
103 E-2 村木　佐千子 愛知 佐々木　康行 愛知
104 E-2 モリゾウ 愛知 戸田　宏子 愛知
105 E-2 北川　徹治 愛知 伊藤　綱基 愛知
106 E-2 三橋　淳 東京 栗田　佳織 神奈川
107 E-2 北島　義貴 徳島 岡田　哲弥 徳島
108 C-3 稲垣　和也 愛知 稲玉　秀幸 神奈川
109 C-3 角谷　豪也 岐阜 秋田　典昭 愛知
110 C-3 吉谷　基伸 東京 岡村　英莉 東京
111 C-3 米川　直己 愛知 米川　智美 愛知
112 C-3 髙橋　雄介 愛知 浅野　智禎 愛知
113 E-3 名倉　成幸 岐阜 名倉　洋子 岐阜
114 E-3 加藤　英祐 愛知 塩田　卓史 愛知
115 E-3 原田　善夫 大阪 瀬川　寛樹 兵庫
116 E-3 武田　友己 広島 原野　雅子 岡山
117 E-1 戸塚　和幸 群馬 角田　大輔 群馬
118 E-1 福永　修 京都 川村　直人 大阪
119 E-1 新堀　忠光 埼玉 前川　富哉 新潟
120 E-1 藤田　豊久 三重 黒田　祐嘉 愛知
121 E-1 牧　昴輔 愛知 三ケ　翔平 愛知
122 C-2 吉川　仁志 滋賀 板垣　裕之 京都
123 C-2 浜　清志 大阪 麻田　学 大阪
124 C-2 島下　泰久 東京 足立　さやか 愛知
125 C-2 天野　浩明 神奈川 花川　俊一 東京
126 C-2 加藤　孝明 愛知 巽　啓太郎 愛知
127 C-2 佐藤　智也 愛知 本石　渉 愛知
128 C-2 林　慎太郎 愛知 高橋　宗碁 愛知
129 C-1 桒村　浩之 東京 新井　祐一 東京
130 C-1 小林　直広 茨城 小林　紀子 茨城

ＪＴ－Ｒａｃｉｎｇ　Ｖｉｔｚ1

ＳＡＳμ ＤＩＯ.Ｒ.Ｂヴィッツ
ｊｍｓガールズガレージＶｉｔｚ

ＮＫＶｉｔｚ2014

ＪＴ－Ｒａｃｉｎｇ　Ｖｉｔｚ２
ＫＵ＆ＢスポーツＷＭ★ＶＩＴＺ
ＯＴＧＭＳＣ　ヴィッツ
頑張ろう東北！ヴィッツ
オートウェーブ★コンペＶＩＴＺ
Ｃ＆Ａ　Ｒａｃｉｎｇ　ＶＩＴＺ

スピードタイヤファジーヴィッツ
20プリウス
ＰＬＵＭ　ＡＫＲ　μ 　ＶＩＴＺ
ＴＯＦ　ヴィッツ
ａｒｔｏＶｉｔｚタクミクラフト
Ｎ東名古屋ラック藤田Ｖｉｔｚ

ＮＡＶＵＬ ８６
コンペ86☆ＲＢＶ
毎日新聞「クルマで遊ぼう」８６
ｊｍｓ　ＰＯＷＥＲＥＤ　８６
ラック☆Ｍｏｔｙ’ｓ☆ヴィッツ
豊田自動織機ＢＲＩＧレビン

ＴｅａｍＢＲＩＤＥ　トヨタ８６
ＧＲ　ＭＯＲＩＺＯ　８６
Ｃ＆Ａ　Ｒａｃｉｎｇ　８６
ＧＲ　ラリーアカデミー　８６
86
ＴＲＤい～な・い～な86

車　　名
Ｎ東名古屋ラック山口８６
ＮＴＰ　Ｒａｃｉｎｇ　８６


