
MTクラス 参加36台(入賞6位まで)

No. 重複 参加者名 Pref 参加車両 第1ヒート P 第2ヒート P 合計ポイント

1 久保田浩之 埼玉 ダイハツ / コペン

2 神藤孝 神奈川 ホンダ/ ビート

3 塚本ケン 茨城 スズキ / kei

4 横塚勉 茨城 マツダ / デミオ

5 稲葉元 埼玉 マツダ / デミオ

6 綿引康男 千葉 マツダ / デミオ

7 24 伊藤次男 埼玉 スズキ / スイフト

8 阿部修 千葉 スズキ / スイフトスポーツ

9 藤田啓貴 茨城 スズキ / スイフトスポーツ

10 松崎央 神奈川 ホンダ / CR-Z

11 田辺英樹 東京 トヨタ / カローラ・フィールダー

12 中村隆之 東京 トヨタ / カローラ・フィールダー

13 中川将志 神奈川 スバル / レガシー・ツーリングワゴン

14 廣岡辰朗 茨城 トヨタ / 86

15 橋本浩平 茨城 ホンダ/ シビック タイプR

16 櫻井寛之 神奈川 トヨタ / 86

17 小川翼 群馬 プジョー / 208GT

18 小松崎健瑠 茨城 トヨタ / 86

19 タカハシユカ 茨城 スズキ / スイフトスポーツ

20 浅野京子 埼玉 トヨタ / 86

21 菊池乃愛 茨城 トヨタ / セリカ

22 石崎誠太 千葉 トヨタ / セリカ

23 遠藤祭 茨城 トヨタ / セリカ

24 7 伊藤圭祐 埼玉 スズキ / スイフト

25 松島風斗 東京 マツダ / ロードスター

26 竹本貴紀 茨城 マツダ / ロードスター

27 松永健太郎 埼玉 シトロエン / C4クーペ

28 吉村祥 静岡 日産 / フェアレディZ

29 下西正義 茨城 トヨタ / MR-2

30 高木進 東京 スバル / インプレッサWRX

31 天野央基 茨城 スバル / インプレッサ

32 大野佳広 東京 スバル / WRX STI

33 村中彰 茨城 スバル / インプレッサWRX

34 市川宣民 千葉 三菱 / コルト Versin R

35 川島幸二 神奈川 トヨタ / MR-2

36 磯野昌浩 栃木 ホンダ / ライフ

37 相馬直孝 千葉 マツダ / ロードスターRF

ATクラス 参加21台（入賞6位まで)

No. 重複 参加者名 Pref 参加車両 第1ヒート P 第2ヒート p 合計ポイント

38 田中宏紀 茨城 トヨタ / アクア

39 秋元拓也 埼玉 トヨタ / ヴィッツ

40 小山直晃 神奈川 ホンダ/ フィット・ハイブリッド

41 小室賢太郎 千葉 マツダ / デミオ

42 網野甚一 栃木 ホンダ / フィット

43 五十嵐靖智 茨城 ホンダ / バモス

44 57 小野志保 茨城 ホンダ / ライフ

45 高野莉沙 茨城 ダイハツ/ ムーブ

46 園元典子 茨城 ホンダ /フィットRS

47 東郁代 茨城 トヨタ / ヴォクシー

48 関孝 千葉 三菱 / ギャラン・ヴィエントII

49 井上康朗 茨城 マツダ / プレマシー

50 齋藤和典 千葉 トヨタ / イプサム

51 渡邉良孝 千葉 トヨタ / アリオン

52 谷口雅也 茨城 日産 / セレナ

53 西川一海 東京 スバル / フォレスター

54 榎本薫 埼玉 BMW / 302iツーリング

55 藤井稔 千葉 フォルクスワーゲン / ゴルフR

56 古森邦浩 茨城 トヨタ / 86

57 44 小野敦史 茨城 ホンダ / ライフ

58 磯野瑛司 茨城 日産 / マーチ

JAF公認クローズド格式競技 オートテスト in ICC 公式プログラム
開催日: 2017年6月18日(日曜日), 開催場所: 茨城中央サーキット

オーガナイザー: アイ・シー・シー・スポーツ (ICC・S)


