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No. ｸﾗｽ ドライバー 地域 コ・ドライバー 地域 車名 JMRC

1 R4 山田　健一 北海道 伊勢谷　巧 北海道 ＤＬ・ｉｔｚｚ・ｉＲＳ・ＧセキネンＷＲＸ 北海道

2 R4 草間　一朝 東京 山本　磨美 愛知 ＣＥＲＡＭインプレッサ 関東

3 R4 手塚　清明 石川 齋藤　哲史 静岡 三菱ランサーＥｖｏ９チームみかん３号 中部

4 R4 渡部　洋三 愛媛 井関　美貴 愛媛 ＤＬ☆ＢＲＩＧ♪ＳＰＭ∵みかんランサー９ 四国

5 R4 阪本　寧 熊本 八尋　俊一 熊本 頑張るけん熊本！エナペＢＲＩＧランサー 九州

6 R4 松波　克知 北海道 石丸　侑加 北海道 ＤＬＳＰＭマグナムＩｔｚｚランサー 北海道

7 R4 竹内　源樹 群馬 保井　隆宏 神奈川 千明自動車ＷＲＸ　ＳＴＩ 関東

8 R4 上坂　英正 愛知 山下　恭平 愛知 Ｔｕｎｅｒ’ｓシロキヤあげランサーⅦ 中部

9 R4 堀川　竜二 愛媛 池田　茂 東京 ＢＲＩＧ　ち～むみかん　ランサー６ 四国

10 R4 冨安　敏照 福岡 小宮　新一 福岡 ＩＴＥＣ＆ＶＩＣＴＯＲＹランサー９ 九州

11 R4 井土　卓治 北海道 松川　萌子 北海道 ＭＡＲＵＩ・ラーメン山岡家・ランサーＸ 北海道

12 R4 青木　光広 東京 河西　晴雄 神奈川 ＩＭＭＥＮＳ・ＮＥＮＣ・安斉ランサー 関東

13 R4 宮本　雅彦 愛知 鈴木　眞由美 愛知 ＹＨ・ＭＤ・Ｋ－ｏｎｅ・ＳＲＳ・ランサー 中部

14 R4 松岡　竜也 愛媛 縄田　幸裕 愛媛 ＤＬ．ＢＲＩＧランサー 四国

15 R4 伊藤　淳郎 三重 廣嶋　真 愛知 北大・ＭＳ・ＡＩＭ・アタックランサー 北海道

16 R4 上原　利宏 埼玉 佐瀬　拓野 東京 ３ＴｍＲＺランサーエボリューションⅤ 関東

17 R4 山口　英明 高知 土居　喜嗣 愛媛 ビーサイドオート＆泥屋キタキツネランサー四国

18 R4 箕作　有俊 神奈川 梶山　剛 広島 Ｒスポーツたたみ鰯ギャラン 四国

19 R4 松崎　裕之 宮城 塩田　信彦 新潟 プレーン★オズ☆ＭＯＴＥＣエボⅨＭＲ 東北

20 R3 辰巳　浩一郎大阪 成田　正喜 京都 ＤＬ　ＡＧＳＣ今年も頑張るブーン 近畿

21 R3 増田　慎吾 広島 山本　剛 広島 シロヤギよしだやシビック 中国

22 R3 白形　利文 愛媛 伊藤　洋幸 広島 ＩＲＷ・Ｒｓｐｏｒｔｓ・インテグラ 四国

23 R3 黒原　康仁 福岡 藤田　めぐみ 福岡 ＡＤＶＡＮファミ損保リズミックスシビック 九州

24 R3 山口　貴利 滋賀 山田　真記子 滋賀 ｉｔｚｚブーボーＮＵＴＥＣブーンＸ４ 近畿

25 R3 古川　寛 熊本 大久保　叡 福岡 スノコ東光ＩＴＯインテグラ 九州

26 R3 辻　泰明 大阪 平山　真理 兵庫 ダイハツ　ブーンＸ４ 近畿

27 R3 山岡　信雄 大分 後藤　義則 大分 アトリエ９２１竹中自㈲ハダノみかんＥＫ９ 九州

28 R2 和田　誠 北海道 宗片　さおり 北海道 プロジェクトガレージ酒家在福ストーリア 北海道

29 R2 鷲尾　俊一 神奈川 鈴木　隆司 茨木 アストラルＤＬワコースＩＴＺＺカヤバＲＸ８ 関東

30 R2 寺川　和紘 広島 石川　美代子 広島 四国産直市場　藤井自動車デミオ 中国

31 R2 高田　修 東京 園田　裕康 東京 Ｒスポーツたたみ鰯ミラージュ 四国

32 R2 中西　昌人 福岡 早志　瑠菜 大分 マクゼス・ＲＸ８ 九州

33 R2 細谷　裕一 栃木 高橋　直美 栃木 メープル☆ＹＨ☆ＢＲＩＧ☆ヴィッツ 関東

34 R2 片山　浩三 広島 阿部　孝子 広島 Ｒスポーツ・フレンド・アルト 中国

35 R2 羽賀　俊亮 青森 小日山　利明 新潟 平尾工務店☆プレーンヴィッツ 東北

36 R1 明治　慎太郎神奈川 北田　稔 大阪 ＹＨＧｄ高崎くす子８６ 関東

37 R1 妹尾　吉之 岡山 加藤　克也 広島 ギガネット　Ｊ’Ｓ　Ｒａｃｉｎｇフィット 中国

38 R1 小川　剛 佐賀 豊田　智孝 大分 チームＯ・Ｔ・Ｓ.ＡＮフィット 九州

39 R1 直井　健 栃木 厚地　保幸 東京 ヌヴォラーリＤＬ・ペトロナスＳＷＩFT 関東

40 R1 安藤　恭平 岡山 原野　雅子 岡山 四国産直市場＠車屋がんめたスイフト 中国

41 R1 辻井　利宏 埼玉 関根　正人 北海道 ＡＱＴＥＣ　ＺＥＵＳ　ＫＹＢＤＬスイフト 四国

42 R1 近藤　潔 熊本 河嶋　康史 熊本 ＢＰＦ☆ＢＲＡＩＮＳ☆ＹＨスイフト 九州

43 R1 松井　繁往 広島 武田　友己 広島 ＹＨベックワークスＢＲＩＧ車屋Ｖｉｔｚ 中国

44 R1 日高　重貴 宮崎 吉田　賢吾 大分 ｇ３ｅｖｏスイフトスポーツ 九州
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