
グループ ゼッケン 名前 カタカナ チーム名 車種 形式 車色

1 荻谷 翔 オギヤ ショウ
ステルスガレージチー
ムレッド

シルビア S13 赤

3 鈴木 尭幸 スズキ タカユキ
STEALTH GARAGE with
VL チェイサー JZX100 赤

5 根本 純 ネモト ジュン シルビア S15 赤

6 中田 麻椰香 ナカタ マヤカ
Team T ・ N ・ R with
Lovca

マークⅡ JZX100 青

8 岡部 諒 オカベ リョウ
TEAM KAZAMA with
Moty's

マークⅡ JZX100 シルバー

9 宮城 長靖 ミヤギ ナガヤス TEAM KAZAMA チェイサー JZX100 赤

10 中山 祐一 ナカヤマ ユウイチ スカイライン ER34 白

11 鈴木 和正 スズキ カズマサ VALINO APGJapan シルビア S15 紫

12 齋藤 元輝 サイトウ ゲンキ 76KARATS マークⅡ JZX100 カーキ

13 吉貝 和也 キッカイ カズヤ マークⅡ JZX110 白

16 小山 純也 コヤマ ジュンヤ Reverse JZX100 黄/緑

17 五味 詩織 ゴミ シオリ シルビア S14 赤

18 杉山 貴俊 スギヤマ タカトシ JZX100 青

20 小島 龍弥 コジマ タツヤ HELIOS Racing シルビア S13 白

22 陣野 寿幸 ジンノ トシユキ シルビア S15 黄

23 新保 佳延 シンボ ヨシノブ グランツ チェイサー JZX100 赤/黒

24 大島 拳一 オオシマ ケンイチ グランツ チェイサー JZX100 オレンジ

25 野島 健一 ノジマ ケンイチ シルビア S15 赤

28 北澤 淳 キタザワ アツシ Iｌｌｕｓｉｏｎ マークⅡ ＪＺＸ90 赤

29 三品 和希 ミシナ カズキ
FIVEXTIRE 三 品 和 希
ORIGIN Labo シルビア S15 青

30 黒沼 雄一 クロヌマ リュウイチ
ヴァリノタイヤ with ガレージ
走り屋 シルビア S15 赤

31 大江 優希 オオエ ユウキ ガレージ走り屋 シルビア S15 赤/黒

32 齋藤 翔哉 サイトウ ショウヤ CAR GUY racing 180SX RPS13 白

36 遠藤 大樹 エンドウ ダイキ ＧＭＨ マークⅡ JZX90 赤

37 廣野 晃弘 ヒロノ　アキヒロ コックローチ スカイライン ＥＣＲ33 黒

38 栗原 優 クリハラ　ユウ シルビア S14 緑

40 大友 隆一 オオトモ リュウイチ
Labyrinth with
Zeknova

JZX100 グレー

46 須黒 典高 スグロ ノリタカ FUN シルビア S14 赤

47 片山 祐之 カタヤマ ヒロユキ チーム赤ちゃん VL シルビア S13 赤/紫

48 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ シルビア S15 赤
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