
Aクラス：軽自動車AT Ｐはペナルティ（パイロン・ボックス・ゴール）の数（５秒）加算済み
順位 ゼッケン 氏名カナ 車  種 第１ヒート Ｐ 第２ヒート Ｐ BEST
1 3 タナカ コウジ プレオ                          '34.70    '35.29    '34.70 
2 1 スズキ ヨシアキ HONDA ZEST SPARK                '39.06    '41.75    '39.06 
3 2 オカモト マサトシ ムーブコンテ                    '55.38    '50.77    '50.77 
4 4 ヤマシタ ユカコ タフト                         1'03.06   1'02.21   1'02.21 



Bクラス：MT車両（気筒容積制限無し） Ｐはペナルティ（パイロン・ボックス・ゴール）の数（５秒）加算済み
順位 ゼッケン 氏名カナ 車  種 第１ヒート Ｐ 第２ヒート Ｐ BEST
1 6 ヒシキ トシオ ビート                          '30.00    '28.92    '28.92 
2 9 ハマヤ マサカズ スイフト                        '29.29    '40.17 5   '29.29 
3 8 オオツカ タクヤ スズキスイフトスポーツ          '29.47    '30.83    '29.47 
4 10 ハセベ ユタカ ダイハツコペン                  '30.79    '36.42 5   '30.79 
5 12 ニワ モトオ   '30.95    '39.72 10   '30.95 
6 5 フクタ タカユキ アバルト１２４スパイダー        '31.85    '31.29    '31.29 
7 14 スギウラ トシヒコ Ｓ６６０                        '44.20 10   '31.62    '31.62 
8 15 カン ナユタ インプレッサースポーツワゴン    '36.05 5   '31.89    '31.89 
9 27 ナカネ ヒロアキ シビック                        '33.88    '32.02    '32.02 
10 21 ウエボリ カズマ ロータスエリーゼ                '32.45    '32.23    '32.23 
11 28 ハラヤマ ユタカ スプリンター                    '32.62    '33.17    '32.62 
12 7 イズミ サトミ スズキスイフトスポーツ          '34.68    '33.29    '33.29 
13 25 イヌヅカ マサシ ロードスター                    '33.51    '35.77    '33.51 
14 26 ヨシダ ケンイチ Ｓ２０００                      '34.14    '33.70    '33.70 
15 16 シンポ リュウ ヴィッツ                        '39.61 5   '34.55    '34.55 
16 11 イトウ トモコ トヨタＧＲヤリス                '42.15 5   '35.53    '35.53 
17 13 ジョウノ ヒサコ １８０ＳＸ                      '35.77    '40.11 5   '35.77 
18 19 ユイ ミチタカ シルビア                        '36.21    '47.67 10   '36.21 
19 30 ハヤタ ケンジ マツダ ロードスター ＮＤ      '37.62    '36.98    '36.98 
20 24 スミ ヒデキ エリーゼ                        '42.60 10   '38.35 5   '38.35 
21 17 サノ タケシ スイフト                        '39.47 5   '41.28 5   '39.47 
22 18 ノグチ ヒロシ   '41.98    '40.20    '40.20 
23 20 オアリ マコト パッソセッテ                    '42.39    '40.46    '40.46 
24 23 ナミカワ サキコ １８０ＳＸ                      '41.46    '41.42    '41.42 
25 22 イカリヤマ タカユキ アルトワークス                  '43.16 5   '41.51 5   '41.51 
26 29 ワタライ タツヤ   '43.95    '42.69    '42.69 



Cクラス：普通車MT以外の車両（気筒容積 制限無し）
Ｐはペナルティ（パイロン・ボックス・ゴール）の数（５秒）加算済み

順位 ゼッケン 氏名カナ 車  種 第１ヒート Ｐ 第２ヒート Ｐ BEST
1 36 クムラ カズノリ ＷＲＸ Ｓ４                    '38.20    '38.11    '38.11 
2 31 ヤマダ ジュン プジョー２０８                  '43.37    '38.64    '38.64 
3 34 サカイ ジユン レガシィアウトバック            '44.21    '41.69    '41.69 
4 37 ヤマダ マコト プジョー２０８                  '41.97    '42.59    '41.97 
5 35 マツオ アキラ カイエン                        '48.17    '45.95    '45.95 
6 33 マツモト コウタ カローラルミオン                '49.01 5   '49.84    '49.01 
7 32 ミズタニ ユタカ レヴォーグ                      '58.96    '51.82    '51.82 



Dクラス：初心者クラス（自己申告・車両混合）
Ｐはペナルティ（パイロン・ボックス・ゴール）の数（５秒）加算済み

順位 ゼッケン 氏名カナ 車  種 第１ヒート Ｐ 第２ヒート Ｐ BEST
1 43 イズミ タケムネ スイフト                        '35.68    '34.03    '34.03 
2 44 ウチダ ユウヤ アルトワークス                  '36.72    '36.05    '36.05 
3 47 シオザワ テルユキ ＩＳ３００                      '44.51 5   '37.42    '37.42 
4 50 ナカハラ ヒロシ ロードスター                    '38.62    '46.09 10   '38.62 
5 38 タナカ ナオキ ＧＲ８６                        '39.44    '40.05    '39.44 
6 41 ゴトウ ヒヨリ アクア                          '42.58    '39.49    '39.49 
7 46 タナカ シュンジ   '41.12    '44.01 5   '41.12 
8 40 トダ ミネユキ デミオ                          '48.50 5   '43.63    '43.63 
9 45 タカノ エリコ ジムニー                        '50.46    '44.74    '44.74 
10 48 トヨシマ ヨシナオ ハイラックス                    '47.86    '45.34    '45.34 
11 42 タカハシ シヨウタロウ ダイハツロッキーハイブリッド    '45.78    '47.46 5   '45.78 
12 39 ナカタ コウジ シビック                        '48.22    '46.96    '46.96 
13 49 ナカタ チアキ シビック                        '53.45    '54.98    '53.45 


