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ドライバー/コドライバー/参加者 国籍/県 チーム名 車両 型式 クラス

勝田 範彦 愛知県 ＬＵＣＫ  ＲＡＬＬＹ  ＴＥＡＭ スバル
石田 裕一 神奈川県 WRX-STI
ＬＵＣＫ ＳＰＯＲＴS
奴田原　文雄 北海道 ADVAN-PIAA Rally Team 三菱
佐藤　忠宜 東京都 ランサーエボリューション
ADVAN-PIAA Rally Team
新井 敏弘 群馬県 SUBARU TEAM ARAI スバル
田中 直哉 長野県 WRX-STI
SUBARU TEAM ARAI
鎌田 卓麻 北海道 　ｉｔｚｚ RALLY TEAM スバル
鈴木　裕 千葉県 WRX-STI
ittz RALLY TEAM
新井 大輝 群馬県 SUBARU TEAM ARAI スバル
小坂 典嵩 愛知県 WRX
新井 大輝
柳澤 宏至 群馬県 CUSCO RACING スバル
保井 隆宏 神奈川県 WRX-STI
CUSCO RACING 
福永 修 京都府 THREE　FIVE　MOTORSPORT 三菱
齊田 美早子 京都府 ランサーエボリューション
THREE　FIVE　MOTORSPORT

中平　勝也 東京都 　Ｒ-ART RALLY TEAM スバル
行徳　聡 長野県 WRX-STI
R-ART RALLY TEAM
徳尾 慶太郎 福岡県 トクオワークスレーシング 三菱
石田 一輝 埼玉県 ランサーエボリューション
トクオワークスレーシング
鈴木 歩 栃木県 メープルスポーツラリーチーム 三菱
御纏 喜美子 茨城県 ランサーエボリューション
鈴木 歩
眞貝　知志 愛知県 TOYOTA GAZOO Racing トヨタ
安藤　裕一 愛知県 ヴィッツ GRMN
TOYOTA GAZOO Racing
山村 孝之 兵庫県 THREE FIVE MOTORSPORT シトロエン
奥村 久継 中華民国 DS3
THREE　FIVE　MOTORSPORT

中村　英一 愛知県 名古屋トヨペット NAVUL トヨタ
大矢　啓太 愛知県 ヴィッツ GRMN
NAVUL
上原　淳 埼玉県 シャフト ホンダ
漆戸　あゆみ 長野県 シビック
上原　淳
鷹野 健太郎 東京都 Team サントメ・プリンシペ トヨタ
USYNINA YANA 東京都 GT８６　CS-R3
鷹野 健太郎
竹岡圭 東京都 圭rallyproject VW
佐竹尚子 北海道 Polo　GTI
KEI rally project
山口 清司 愛知県 TEAM-TASC トヨタ
澤田 耕一 愛知県 86
山口 清司
山本 悠太 愛知県 k-one Racing Team トヨタ
山本 磨美 愛知県 86
ｋ－ｏｎｅ　レーシング　チーム

曽根 崇仁 山口県 トクオワークスレーシング トヨタ
木村 裕介 神奈川県 86
トクオワークスレーシング
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11 CBA-VAB JN1

12 CBA-CZ4A JN1

13 CBA-VAB改 JN1

14 CBA-VAB JN1

15 CBA-GRB JN1

16 CBA-VAB JN1

17 CBA-CZ4A JN1

18 CBA-VAB JN1

19 CBA-CZ4A JN1

20 GH-CT9A JN1

21 NCP131 JN2

22 A5C5F02 JN2

23 NCP131 JN2

24 FN2 JN2

25 ZN6 JN2

27 ABA-AWCZP JN2

28 DBA-ZN6 JN3

29 DBA-ZN6 JN3

30 DBA-ZN6 JN3
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長﨑 雅志 愛知県 名古屋トヨペット NAVUL トヨタ
秋田 典昭 愛知県 86
NAVUL
筒井 克彦 福岡県 TEAM　221 トヨタ
松本 優一 群馬県 86
筒井 克彦
鎌野　賢志 静岡県 チームテイクス トヨタ
蔭山　恵 千葉県 86
鎌野　賢志
戸塚 和幸 群馬県 team kazu motersport×ガレージメビウス トヨタ
鈴木 隆宏 群馬県 86
戸塚 和幸
加納 武彦 東京都 ライトアップラリーチーム スバル
横手 聡志 長野県 BRZ
ライトアップラリーチーム
能戸 知徳 群馬県 TEAM JAOS with 群馬トヨタ トヨタ
田中 一弘 岐阜県 86
能戸 知徳
和氣 嵩暁 群馬県 アライモータースポーツ スバル
久保田 真生 埼玉県 BRZ
和氣 嵩暁
高橋 悟志 愛知県 ミツバ自動車 スズキ
古川 智崇 三重県 スイフト
高橋 悟志
関根 正人 北海道 MATEX－AQTEC RALLY TEAM スズキ
草加 浩平 東京都 スイフト
MATEX−AQTEC RALLY TEAM

西川 真太郎 埼玉県 スマッシュラリーチーム スズキ
本橋 貴司 千葉県 スイフト
西川 真太郎
山口　貴利 滋賀県 インディゴパワーラリーチーム ダイハツ
山田　真記子 滋賀県 ブーン
山口　貴利
古川　寛 福岡県 スマッシュRBACラリーチーム スズキ
大久保　叡 埼玉県 スイフト
古川　寛
須藤 浩志 千葉県 スマッシュＲＢＡＣラリーチーム スズキ
新井 正和 千葉県 スイフト
須藤 浩志
香川　秀樹 愛知県 鋳造魂ラリーチーム ホンダ
松浦　俊朗 三重県 シビック
香川　秀樹
直井 健 埼玉県 バトルビーレーシング スズキ
槻島 もも 千葉県 スイフト
直井 健
柿澤 廣幸 長野県 PLUMレーシングチーム スズキ
松栄 吉彦 群馬県 スイフト
柿澤 廣幸
木村 謙治 東京都 アンフィニYH コルトR 三菱
林 敏雄 東京都 コルト
木村 謙治
天野 智之 愛知県 豊田自動織機 RALLY TEAM トヨタ
井上 裕紀子 愛知県 ヴィッツ
TRT(TOMOYUKI AMANO)
岡田 孝一 福岡県 Keystone Navigator Rally Team マツダ
小林 剛 愛知県 デミオ
岡田 孝一
小川 剛 佐賀県 チームO・T・S．AN ホンダ
佐々木 裕一 長崎県 フィット
小川 剛

50 DBA-GK5 JN5

48 DBA-NCP131 JN5

49 CBA-DJLFS JN5

JN4CBA-ZC33S40

39

47 CBA-Z27AG JN4

JN4CBA-ZC32S46

CBA-ZC33S43

JN4CBA-ZC33S42

JN4ABA-M312S41

CBA-ZC33S JN4

JN４CBA-ZC32S45

JN4ABA-FN244

JN4

31 DBA-ZN6 JN3

32 DBA-ZN6 JN3

33 DBA-ZN6 JN3

34 DBA-ZN6 JN3

35 DBA-ZC6 JN3

38 CBA-ZC33S JN4

36 DBA-ZN6 JN3

37 DBA-ZC6 JN3
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鷲尾 俊一 神奈川県 アストラル マツダ
井上 草汰 静岡県 デミオ
鷲尾 俊一
権田　哲也 埼玉県 Team ZEUSJAPAN マツダ
Jacky 埼玉県 デミオ
Team ZEUSJAPAN
石川 昌平 富山県 ARTAオートバックスラリーチーム トヨタ
竹藪 英樹 神奈川県 ヴィッツ
石川 昌平
渡部 哲成 群馬県 Tessei Watabe マツダ
橋本　美咲 栃木県 デミオ
渡部 哲成
南野 保 神奈川県 エムスポーツ南町田 マツダ
ＰＡＵＬ ＳＡＮＴＯ NEW ZEALAND デミオ
エムスポーツミナミマチダテン

大倉 聡 愛知県 ＡＷ ＲＡＬＬＹ ＴＥＡＭ with ＬＵＣＫ トヨタ
豊田 耕司 北海道 ヴィッツ
大倉 聡
クロエリ 群馬県 CUSCO RACING ホンダ
多比羅 二三男 千葉県 フィット
CUSCO RACING 
中西 昌人 福岡県 マクゼスモータースポーツ マツダ
福井 林賢 大分県 RX-8
マクゼスモータースポーツ
いとう りな 東京都 TEAM OKUYAMA トヨタ
大倉 瞳 愛知県 ヴィッツ
TEAM　OKUYAMA
伊藤 隆晃 神奈川県 プレイドライブ・ラリーチーム 日産
大高 徹也 埼玉県 ノートe-POWER NISMO S
CINQ Racing

60 DAA-HE12 JN6

JN6

JN6ABA-SE3P

59 DBA-NCP131 JN6

56

57 DBA-GK5 JN6

58

DBA-DE5FS JN5

DBA-DE5FS JN5

DBA-NCP131

53 DBA-NCP131 JN5

54

55 DBA-DE5FS JN5

51 CBA-DJLFS JN5

52
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