
車番 ｸﾗｽ 氏  名 出  身 参加車両名 車   名 型  式

1 久保田剛司 香川 ﾌｪﾗｰﾘ・488GTB ﾌｪﾗｰﾘ 488GTB

2 日下美明 徳島 ﾎﾟﾙｼｪ・ｹｲﾏﾝGT4 ﾎﾟﾙｼｪ 981

3 下坂和也 徳島 ｽｰﾊﾟｰｾﾌﾞﾝ・620R ｹｰﾀｰﾊﾑ

4 高根聖人 徳島 GLOBAL AUTO・高根ランボルギーニスーパーレジェーラ ランボルギーニ

5 蒲原茂樹 兵庫 くるま相談室・ATｴｯｾ・あずき号 ｴｯｾ L235S

6 山口圭祐 兵庫 Team KDR ・mira ﾐﾗ L275V

7 平井等 大分 くるま相談室・ﾒﾀﾙｽﾗｲﾑ・ｴｯｾ ｴｯｾ L235S

8 光明院光洋 高知 ｶﾞﾝﾊﾞる・ｱﾙﾄ ｱﾙﾄ HA23V

9 松本賢哉 愛知 くるま相談室・ひよこｴｯｾ ｴｯｾ L235S

10 友弘征一 岡山 ﾁｰﾑNAVIC・目痛橙ｴｯｾ ｴｯｾ L235S

11 小木田大樹 埼玉 くるま相談室・水白ｴｯｾ ｴｯｾ L235S

12 中海伸浩 香川 ARCH MOTOR・ｴｯｾ ｴｯｾ L235S

13 八木公嗣 京都 ﾁｰﾑNAVIC・淡黄ｴｯｾ ｴｯｾ L235S

14 山地潤也 香川 くるま相談室・ｵﾚﾝｼﾞｴｯｾ ｴｯｾ L235S

15 中川勇気 愛知 ﾁｰﾑNAVIC・緑ｴｯｾ ｴｯｾ L235S

16 蔵田嘉孝 愛媛 X1R・緑ｶﾒ・ｴｯｾ ｴｯｾ L235S

17 東郷禎史 京都 ﾁｰﾑNAVIC・赤いｴｯｾ ｴｯｾ L235S

18 小島淳 香川 HCC KUNIGINO・近藤ﾚｰｼﾝｸﾞ ﾎﾝﾀﾞZ ﾎﾝﾀﾞZ SA

19 高橋享伸 愛媛 Team DONGURI  Today ﾄｩﾃﾞｲ JA5

20 佐藤忍 徳島 くす子・ｴｲﾄﾋﾞｰﾄ ﾋﾞｰﾄ PP1

21 大崎達也 京都 ﾁｰﾑNAVIC・S660 S660 JW5

22 大西一正 愛媛 KIKUNO group・ VIVIO ｳﾞｨｳﾞｨｵ KY3

23 高木俊明 愛媛 ｳﾞｨｳﾞｨｵ・RX-R ｳﾞｨｳﾞｨｵ KK4

24 芳谷巧 岡山 ﾍﾞﾛｰﾁｪあると ｱﾙﾄ HB21S

25 浅野治行 徳島 MOTY'S浅野・DXLｱﾙﾄ ｱﾙﾄ HA23V

26 吉田謙一 京都 ﾁｰﾑNAVIC・ｱﾙﾄﾜｰｸｽ ｱﾙﾄ HA36S

27 土居清明 高知 SPEC-D・ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ NCP58W

28 妹尾吉之 岡山 ﾌｨｯﾄRS・爺さん仕様・Ver.1 ﾌｨｯﾄ GK5

29 和田義清 香川 ｾｲｷ・ﾚﾋﾞﾝ2000 ﾚﾋﾞﾝ TE27

30 森典康 愛媛 ｵｶｲﾁﾚｰｼﾝｸﾞ・ﾋﾞｰﾄﾙ1800 ﾋﾞｰﾄﾙ 110AB

31 中川慎也 愛媛 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃ・ｶﾞｯﾂﾊﾟﾌﾞﾘｶ1800 ﾊﾟﾌﾞﾘｶ KP30

32 早瀬亮祐 徳島 浅野自動車・ただのｳﾞｨｯﾂﾀｰﾎﾞ ｳﾞｨｯﾂ NCP91

33 田村勇人 徳島 浅野自動車・ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾚﾉ ﾄﾚﾉ AE86

34 末利直己 岡山 ｽｴﾌﾄ＠駆け出し・ﾐﾉﾙ信者 ｽｲﾌﾄ ZC32S

35 丹下晴大 愛媛 三菱・ﾐﾗｰｼﾞｭ ﾐﾗｰｼﾞｭ CJ4A

36 川本圭祐 岡山 ﾁｪﾘｯｼｭ・ADVAN・ﾐﾗｰｼﾞｭ ﾐﾗｰｼﾞｭ CJ4A

37 藤川照輝 兵庫 231・ｾﾘｶ1800 ｾﾘｶ ZZT231

38 森井康貴 兵庫 朝霧駅前徒歩5分・ｼﾋﾞｯｸ ｼﾋﾞｯｸ FD2

39 木戸孝範 香川 BMW　325i BMW AV25

40 右城義文 高知 DL SPEC-D・ｲﾝﾃｸﾞﾗ ｲﾝﾃｸﾞﾗ DC2

41 與裕司 高知 SPEC-D・ｲﾝﾃｸﾞﾗ ｲﾝﾃｸﾞﾗ DC2

42 青野賢二 愛媛 ｵﾚﾝｼﾞ・ｽｰﾊﾟｰｾﾌﾞﾝ1800 ｹｰﾀｰﾊﾑ 1700SS

43 西村敦男 高知 CSR450・SEVEN ｹｰﾀｰﾊﾑ
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44 久保智輝 徳島 浅野自動車・若ｿﾞｰﾒｶﾞｰﾇ ﾒｶﾞｰﾇRS DZF4R

45 田中佳宏 徳島 浅野自動車・ｼﾙﾋﾞｱ ｼﾙﾋﾞｱ PS13

46 添木祐介 徳島 浅野自動車・ぎ～のｱｸｾﾗ ｱｸｾﾗ BK3P

47 村上宗一郎 徳島 ﾏｯﾄな・浅野・FD3S RX-7 FD3S

48 河村秀紀 愛媛 河村自動車・ｼﾙﾋﾞｱ ｼﾙﾋﾞｱ S14

49 坂上弘 愛媛 河村自動車・ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ S30

50 山口英明 高知 ﾋﾟｰｻｲﾄﾞｵｰﾄ&泥屋・ｷﾀｷﾂﾈﾗﾝｻｰ ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ3 CE9A

51 堀川竜二 愛媛 BRIGﾅｲﾄｸﾞﾘｰﾝ・AQTECみかんﾗﾝｻｰ ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ CP9A

52 中原敏之 岡山 ﾁｪﾘｯｼｭ・ADVAN・ﾗﾝｻｰ7 ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ7 CT9A

53 松岡竜也 愛媛 DL・BRIG・ﾕｳｾｲﾗﾝｻｰ9 ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ9 CT9A

54 小松元司 山口 ﾋﾟｭｱｽﾞCL☆ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ10 ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ10 CZ4A

55 大竹公二 大阪 KYB NET・ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GRB

56 喜多見孝弘 千葉 SANKO WORKS Neo Tune ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GRB

57 寺川和紘 広島 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾊﾟﾜｰ・DLﾗﾝｻｰ9 ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ9 CT9A

58 長江修平 徳島 ｲﾝﾃﾞｨｺﾞﾊﾟﾜｰ・DLﾗﾝｻｰ10 ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ10 CZ4A

59 池知信孝 高知 HRSひまわり・Today ﾄｩﾃﾞｲ JA4

60 川村嘉伸 高知 HRSひまわり・CR-X CR-X EF8

61 瀬尾知弘 愛媛 ﾛﾌﾄﾌｧｸﾄﾘｰﾅｶｶﾞﾜ・ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ ﾀﾞｯﾄｻﾝ KP510

62 岡市克司 愛媛 ｵｶｲﾁﾚｰｼﾝｸﾞ・ﾓﾝｽﾀｰﾋﾞｰﾄﾙ ﾋﾞｰﾄﾙ

63 森岡正和 高知 ﾁｰﾑﾁｮﾛQ・ｶﾌﾟﾁｰﾉ ｶﾌﾟﾁｰﾉ EA11R

64 田口勝彦 岡山 HKS・YH・ﾃｲﾝﾗﾝｻｰ10 ﾗﾝｻｰｴﾎﾞ10 CZ4A
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