
全59台
練習走行Gr. 一次予選Gr. ゼッケン 名前 カタカナ チーム名 車種 形式 車色

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

2 須黒 典高 スグロ ノリタカ FUN シルビア S14 赤

3

4

5 宮田 幸陽 ミヤタ コウヨウ Garag1031 with Valino シルビア S14 緑

6 中山 祐一 ナカヤマ ユウイチ Zeknova & かっちん塾 スカイライン ER34 白

7 中田 麻椰香 ナカダ マヤカ Team T.N.R with LOVCA チェイサー JZX100 青

8 岡部 諒 オカベ リョウ Team KAZAMA with Moty's JZX100 赤

9 宮城 長靖 ミヤギ ナガヤス Team KAZAMA トヨタ86 ZN-6 赤

10 小林 研也 コバヤシ ケンヤ Team KAZAMA with Moty's 180sx RPS13

11 山中 真生 ヤマナカ マオ シルビア S15 赤

12 榎 一人 エノキ カズヒト Kajiichi GOODRIDE スカイライン ER34 ガンメタ

13 山崎 拓海 ヤマザキ タクミ TOTOHOUSE with AWESOME JAPAN JZX100 黒

14 田地川　知剛 タチカワ トモノリ 180sx RPS13 赤

15 石井 祥希 イシイ ヨシキ Swift Auto Works シルビア S15 茶

16 大沢 孝昭 オオサワ タカアキ シルビア S15 白/青

17 目黒 圭祐 メグロ　ケイスケ しのこうば シルビア S14 ピンク

18 村井 志野 ムライ シノ しのこうば シルビア S14 ピンク

19 久保川 澄花 クボカワ スミカ キャサリンD-MAX RPS13 青

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

21 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

22 陣野 寿幸 ジンノ トシユキ New Type レーシング シルビア S15 黄

23 川島 雄也 カワシマ ユウヤ チェイサー JZX100 黒

24 山下 大輔 ヤマシタ　ダイスケ CHARME マークⅡ JZX90 赤

25 杉浦　優香 スギウラ ユウカ STEALTH GARAGE with VITOUR 180ｓｘ RPS13 白

26 大江　優希 オオエ ユウキ ガレージ走り屋 シルビア S15 赤/黒

27 黒沼 雄一 クロヌマ ユウイチ シルビア 赤

28 北澤 淳 キタザワ アツシ illusion ＪＺＸ90 赤

29 長瀬 厚史 ナガセ アツシ illusion クレスタ ＪＺＸ90 シルバー

30 三品 和希 ミシナ カズキ FIVEXTIRES 三品和希 ORIGINlabo シルビア S15 シルバー

31 齋藤 元輝 サイトウ ゲンキ Epoch マークⅡ JZX100 カーキ

32 成島 翔馬 ナルシマ ショウマ Epoch セフィーロ A31 カーキ

33 大友 隆一 オオトモ リュウイチ Labyrinth with zk JZX100 グレー

34 田場 カイト タバ カイト マークⅡ JZX100 茶

35 五味 詩織 ゴミ シオリ LABELLA シルビア S14 青/黄

36 櫻田 浩 サクラダ ヒロシ SAM with SPM Zeknova シルビア s15 黒

37 小野 雄佑 オノ ユウスケ 激☆滑走団withメガテック シルビア s13 オレンジ

38 田邉 清貴 タナベ キヨタカ Cockroach JZX90 黒

39 郡司 雅之 グンジ マサユキ Team GReeN シルビア S14 青

40 和田 智樹 ワダ トモキ Endless Tech TM LABO チェイサー JZX100 えんじ

41 柴山 彰太 シバヤマ ショウタ Impact with ORVIS マークⅡ シルバー

42 中村 健 ナカムラ タケシ マーキュリー・車楽人 チェイサー JZX100

43 川名 賢 カワナ スグル キャサリンD-MAX 180ｓｘ RPS13 青

44 森 裕介 モリ ユウスケ Reona Size シルビア S14 緑

45 小室 毅 コムロ ツヨシ チェイサー JZX100 赤

46 鈴木 智也 スズキ トモヤ Enjoy 180sx RPS13 赤

47 鈴木 秀樹 スズキ ヒデキ シルビア S15 赤

48 矢田 剛士 ヤダ　タカシ CHARME JZX90 赤

49 早川 侑哉 ハヤカワ ユキヤ K.A.MSP 180sx RPS13 グレー

50 砂川 佳樹 スナカワ ヨシキ illusion シルビア S14 赤

51 永綱 亘 ナガアミ ワタル ナイトウォーカーズ GZ20 赤

52 保田 健一 ヤスダ ケンイチ やすださん家のスイーツ園 PS13 黒

53 平沢 修平 ヒラサワ シュウヘイ Free Grow スカイライン RER34 青

54 有田 将悟 アリタ ショウゴ JZX90 黒

55 小室 弘樹 コムロ ヒロキ 180ｓｘ RPS13

56 須藤 公和 ストウ トモカズ Swift Auto Works チェイサー JZX100 白

57 長友 亮友 ナガトモ アキヒサ Ray=Out シルビア S15 シルバー

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

59 栗原　優 クリハラ ユウ Team Green シルビア S14 緑

60 日比野 龍 ヒビノ リュウ Real Style シルビア S15 青/緑

61 田中 光 タナカ ヒカリ スカイライン ER34 白
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