
2019年6月16日開催 茨城GR Garage オートテスト in ICC 参加者リスト

タイムスケジュール

ゲートオープン 9:00 慣熟歩行 10:00～10:25 競技走行2本目 13:00～

参加受付 9:10～9:50 競技走行1本目 10:35～

開会式 9:50～10:00 昼休み・慣熟歩行 1本目終了5分後～30分間

No. W 参加者名 W 参加車両 No. W 参加者名 W 参加車両 No. W 参加者名 W 参加車両

1 12 木村 佳祐 木村 宏幸 フィアット/500 31 13 倉持 幸奈 槐 直人 トヨタ/86 64 41 石川 雅之 石川 文江 フォルクスワーゲン/UP

2 尾原 康貴 ホンダ/Z 32 14 小林 早紀 佐久間 航平 トヨタ/ラウム 65 髙田 真琴 トヨタ/カローラ・フィールダー

3 山崎 泰男 スズキ/ワゴンRスティングレー 33 11 金川 桂子 金川 剛 プジョー/308 66 倉持 正毅 トヨタ/カローラワゴン

4 井上 博夫 ダイハツ/コペン 34 近藤 美沙子 スバル/BRZ 67 浅田 勝利 マツダ/RX-8

5 原田 健治 スズキ/キザシ 35 古賀 亜希子 マツダ/アクセラスポーツ 68 42 熊澤 義史 熊澤 由美子 ホンダ/インテグラ

6 秋元 拓也 トヨタ/ヴィッツ 36 加藤 真澄 トヨタ/ヴィッツ 69 須山 由美子 トヨタ/86

7 今成 景一 ホンダ/ライフ 37 宮本 真理 マツダ/ロードスター 70 根本 美佐子 ニッサン/マーチ

8 五十嵐 靖智 トヨタ/プリウスα 38 目黒 真梨 マツダ/ロードスター 71 森本 康之亮 スズキ/keiワークス

9 関根 雅美 ニッサン/ノート 39 61 中村 香代子 清水 徹 トヨタ/86 72 小瀬 誠 ダイハツ/コペン

10 小野 敦史 ホンダ/ライフ 40 15 川瀬 裕美 木元 徹 トヨタ/プリウス 73 長嶋 健太郎 スズキ/アルトワークス

11 33 金川 剛 金川 桂子 プジョー/308 41 64 石川 文江 石川 雅之 フォルクスワーゲン/UP 74 林 哲平 スズキ/セルボモード

12 1 木村 宏幸 木村 佳祐 フィアット/500 42 68 熊澤 由美子 熊澤 義史 ホンダ/インテグラ 75 小山 歩夢 スバル/ヴィヴィオ

76 勝又 鴻 スズキ/カプチーノ

No. W 参加者名 W 参加車両 No. W 参加者名 W 参加車両 77 三谷 伸治 ダイハツ/ミラジーノ

13 31 槐 直人 倉持 幸奈 トヨタ/86 43 62 大野 博 笠井 博行 ホンダ/シビック 78 永山 芳樹 スズキ/アルトワークス

14 32 佐久間 航平 小林 早紀 トヨタ/ラウム 44 63 尾林 明子 尾林 憲一 ホンダ/インテグラ 79 石塚 健太 ダイハツ/コペン

15 40 木元 徹 川瀬 裕美 トヨタ/プリウス 45 宮田 穂高 トヨタ/MR-S 80 安 康太朗 ダイハツ/コペン

16 豊川 誠太 ダイハツ/ムーヴ 46 吉田 昌之 アウディ/S1スポーツバック 81 大塚 昇 ミツビシ/ランサー

17 今村 祐哉 マツダ/デミオ 47 樫村 透 マツダ/ロードスター 82 菅原 康平 スバル/インプレッサ

18 内山 智皓 トヨタ/アクア 48 小嶋 正巳 マツダ/ロードスター 83 鐙塚 巧 ニッサン/180SX

19 木村 一騎 マツダ/アクセラスポーツ 49 戸倉 由貴 ホンダ/シビック 84 山口 大輝 トヨタ/チェイサー

20 中井川 郷 ミツビシ/アイ 50 磯野 昌浩 ホンダ/NVAN 85 土肥 直人 トヨタ/アルテッツァ

21 松浦 優樹 トヨタ/86 51 泉 亜紀男 ミニクーパー 86 久保木 祐治 ニッサン/スカイライン

22 伊藤 祐二 マツダ/デミオ 52 山岸 和典 トヨタ/86 87 菅原 一浩 トヨタ/iQ

23 中谷 泰之 ホンダ/ゼスト 53 伊藤 大志 スバル/インプレッサ 88 熊澤 楓 ホンダ/CR-X

24 渡邉 恵一 マツダ/キャロル 54 林 孝 スズキ/アルトワークス 89 長澤 慶喜 トヨタ/MR-S

25 北条 福人 スズキ/スイフトスポーツ 55 久保田 浩之 ダイハツ/コペン 90 倉持 裕毅 トヨタ/MR-2

26 青木 賢太郎 スバル/インプレッサWRX 56 篠原 賢爾 ホンダ/S660 91 宮本 達也 ホンダ/フィット

27 木口 実 ミツビシ/D:5 57 村上 清賢 スズキ/アルトワークス 92 野口 敏行 ニッサン/ノート

28 真下 雅敏 ダイハツ/キャスト 58 澤木 周 スズキ/カプチーノ 93 久保木 茂樹 アバルト/595

29 大橋 道男 マツダ/アクセラスポーツ 59 赤城 康友 マツダ/ラピュタ 94 田中 邦悠 スズキ/スイフト

30 鳥取 延男 ダイハツ/コペン 60 浜屋 雅一 スズキ/スイフトスポーツ 95 古川 健一 マツダ/アテンザ

61 39 清水 徹 中村 香代子 トヨタ/86 96 飯塚 正典 ホンダ/シビックハッチバック

62 43 笠井 博行 大野 博 ホンダ/シビック 97 柳 諒一郎 スバル/BRZ

63 44 尾林 憲一 尾林 明子 ホンダ/インテグラ 98 大森 圭 スバル/BRZ

99 新井 達彦 スバル/BRZ

100 松島 慶幸 トヨタ/86

ATレギュラークラス

ATビギナークラス

MTビギナークラスレディースクラス

MTレギュラークラス


