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No w Driver Class Car

1 小池　耕英 二輪駆動クラス（RWD） ノーマルS2000

2 鈴木　聡太郎 二輪駆動クラス（RWD） TOYOTA  MRS

3 小林　尚真 二輪駆動クラス（RWD） 秋田県立大ﾄﾞｽﾀ

4 鎌田　悟 二輪駆動クラス（RWD） 3106レーシングロードスター

5 大久保　寿弘 二輪駆動クラス（RWD） らっこどんロードスター

6 松岡　司 二輪駆動クラス（RWD） VORTEX　MR-S

7 熊谷　香 二輪駆動クラス（RWD） 女子力爆発！？S660

8 菅生　大介 二輪駆動クラス（RWD） ニイダレーシングワンビア

9 田中　雄也 二輪駆動クラス（RWD） APUMSCアルテッツァ

10 熱田　行雲 二輪駆動クラス（RWD） ろーどすたー

11 佐々木　松紀 二輪駆動クラス（FF） ふうりんミラージュ

12 三上　知彦 二輪駆動クラス（FF） ほぼノーマルなフィット

13 高山　賢聖 二輪駆動クラス（FF） 工藤ホンダ自動車研究部FIT3

14 中野渡　暁彦 二輪駆動クラス（FF） トーコーΩ MSアクセラ

15 佐々木　健一 二輪駆動クラス（FF） トヨタサイノス ZER

16 辻口　丈 二輪駆動クラス（FF） TUMCぽんこつパンダスイフト

17 南　美由紀 二輪駆動クラス（FF） まつげミラージュ

18 星　光行 二輪駆動クラス（FF） デミオ　D

19 佐々木　美咲 二輪駆動クラス（FF） 足車VTヴィッツ

20 工藤　清美 二輪駆動クラス（FF） 工藤ホンダDLワコーズフィット

21 橘　光輝 二輪駆動クラス（FF） 初心者マークヴィッツ

22 猪股　寿洋 二輪駆動クラス（FF） ＢＭＫ津軽ぼんじゅミラージュ

23 菅谷　雅人 二輪駆動クラス（FF） Ｂダッシュインテグラ

24 猪股　将大 二輪駆動クラス（FF） 工藤ホンダせんべい汁フィット

25 古川　雄貴 二輪駆動クラス（FF） TUMC☆三神峯インテ

26 小野寺　雄治 二輪駆動クラス（FF） 巴工業マスターズBSインテグラ

27 峰嶋　悠伍 二輪駆動クラス（FF） 愚TUMC肉糞シビック

28 w30 茂木　大輝 軽自動車クラス 秋田県立大学　藻'sアルトコ！

29 w31 安齋　宏之 軽自動車クラス 嫁は医者だよアルト

30 w28 茂木　勇輝 軽自動車クラス APUMSC 借り物アルト

31 w29 菅田　秀昭 軽自動車クラス アルト

32 柳田　健一 軽自動車クラス ＹＫＲワークス

33 中山　宏一 軽自動車クラス FF貨物エッセ

34 高橋　留以 軽自動車クラス ピンクジムニー

35 村上　清賢 軽自動車クラス リヤＬＳＤが無いアルトワークス
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36 齋藤　博文 軽自動車クラス ARYレーシングやからミラ

37 湯澤　教依 軽自動車クラス ARYレーシング焦げ茶アルト

38 安達　優 軽自動車クラス ARYレーシング

39 本多　晃人 軽自動車クラス ARYレーシングすーちゃビビ男

40 利部　雅男 軽自動車クラス 通勤アルト

41 水口　俊 軽自動車クラス ケロケロアルトワークス

42 杉山　達央 軽自動車クラス ミラ★ジーノ

43 工藤　保 軽自動車クラス J-ROCKETSオレンジspl

44 小玉　康太 軽自動車クラス 今日の為だけに準備した車両

45 小林　晃大 軽自動車クラス 秋田県立大学ミラ

46 照井　祐治 軽自動車クラス それいけワークス！

47 小松　日高 軽自動車クラス ARY MSR スピコンワークス

48 松井　詠美 軽自動車クラス 工藤ホンダりんご娘ワークス

49 金持　一成 軽自動車クラス ミライース

50 林　翔太 軽自動車クラス オートガレージ翔　with キャンタマレーシング

51 乗田　翔平 軽自動車クラス ミラ？んだ！カーン！！

52 石澤　英夫 軽自動車クラス アルトバンターボ

53 高野　凌 四輪駆動クラス（４WD） TUMC　オートマレガシィ

54 佐々木　洋人 四輪駆動クラス（４WD） 初めてスノトラ頑張ります!

55 小野寺　直人 四輪駆動クラス（４WD） 巴工業マスターズBSセリカRC

56 齋藤　彬宏 四輪駆動クラス（４WD） ＶＴＬＵＢインプレッサ

57 紺野　秀一 四輪駆動クラス（４WD） Gマウント・デュエットX4

58 須藤　正人 四輪駆動クラス（４WD） すとうmriクリニックミラエボ

59 村上　哲 四輪駆動クラス（４WD） お漏らし会TKDKランサー

60 加藤　琢　 四輪駆動クラス（４WD） Gネモト　クラフト　インプレッサ

61 大須賀　圭介 四輪駆動クラス（４WD） teamカーリンクス　黄色ジムニー

62 平野　正志 四輪駆動クラス（４WD） たばしね雪山倶楽部エボ7

63 熊谷　弘人 四輪駆動クラス（４WD） ランサー9

64 小畑　公悦 四輪駆動クラス（４WD） テンロクインプレッサsport

65 菊地　研滋 四輪駆動クラス（４WD） カーリンクス青鬼君

66 永瀬　和博 四輪駆動クラス（４WD） FインプレッサGDB

67 氏家　健人 四輪駆動クラス（４WD） シロジムニー

68 木立　孝利 四輪駆動クラス（４WD） MKJ フェアリー黒石

69 三浦　大樹 四輪駆動クラス（４WD） 三浦重工業取締られ役

70 菅原　典明 シニアクラス Mbクロスロードtycランサー

 ※No1～29 までを第1グループ、No30～70 を第2グループとします。


