
9月1日開催 茨城GR Garage オートテスト in ICC 夏の陣 参加者リスト *出走順ではありません。

・出走順、パドック配置図、コース図の掲載は、8月29日(木曜日)を予定しています。

・当日のタイムスケジュールです。

ゲートオープン 8:00 慣熟歩行 8:40～9:10 練習走行開始 9:40～

参加受付確認 8:10～8:40 ドライバーズブリーフィング 9:15～ 以下のスケジュールは当日発表します。

参加者名 Wエントリー 参加車両 参加者名 Wエントリー 参加車両 参加者名 Wエントリー 参加車両

1 芦野 貴弘 ホンダ/ストリーム 1 阿部 修 スズキ/スイフトスポーツ 1 ﾚｰ ﾁｭﾝ ﾊｳ トヨタ/86

2 案間 一樹 ニッサン/フェアレディZ 2 叶 小龍 トヨタ/86 2 樫村 透 マツダ/ロードスター

3 井上 博夫 ダイハツ/コペン セロ 3 宮本 達也 ホンダ/フィット 3 久保木 茂樹 アバルト/595

4 遠藤 弘史 スズキ/ワゴンR 4 熊澤 義史 スズキ/エブリィ 4 小嶋 正巳 マツダ/ロードスター(NC)

5 加藤 翼 ホンダ/フィット 5 森本 康之亮 スズキ/kei works 5 清家 大翔 渡邉 海斗 トヨタ/スターレット

6 関野 鎮雄 北田 広美 ホンダ/N-WGN 6 須山 由美子 トヨタ/86 6 渡邉 海斗 清家 大翔 トヨタ/スターレット

7 宮澤 繁義 トヨタ/アクア 7 石井 大貴 トヨタ/86 7 石川 雅之 フォルクスワーゲン/UP

8 今村 祐哉 マツダ/デミオ 8 石塚 健太 ダイハツ/コペン 8 渡邉 啓磨 ホンダ/シビック

9 根岸 巧 スバル/インプレッサ 9 川崎 雅広 スズキ/アルトワークス 9 野々口 恵美 野々口 文裕 マツダ/ロードスター(NA)

10 佐藤 重幸 トヨタ/マークX 10 浅田 勝利 マツダ/RX-8 10 野々口 文裕 野々口 恵美 マツダ/ロードスター(NA)

11 三木 健司 ホンダ/ジェイド 11 染田 裕之 スバル/BRZ 11 林 孝 スズキ/アルトワークス

12 山田 真也 トヨタ/マークX 12 倉持 正毅 トヨタ/カローラワゴン 12 澤木 周 スズキ/カプチーノ

13 山本 晋也 ニッサン/リーフ 13 倉持 裕毅 トヨタ/MR-2 13 尾林 明子 尾林 憲一 ホンダ/インテグラ タイプR

14 斉藤 涼 スバル/WRX 14 早船 貴智 スバル/レガシィB4 14 尾林 憲一 尾林 明子 ホンダ/インテグラ タイプR

15 大山 岳彦 ポルシェ/マカン 15 大森 圭 スバル/BRZ

16 中谷 泰之 ホンダ/ライフ 16 大和田 彰 トヨタ/86

17 仲主 由季 トヨタ/スープラ 17 田辺 英樹 トヨタ/カローラフィールダー 参加者名 Wエントリー 参加車両

18 塚田 佳佑 スズキ/スイフト 18 大谷 衛司 トヨタ/86 1 加藤 真澄 トヨタ/ヴィッツ

19 飯村 庄平 佐伯恭子 ホンダ/フィット 19 町田 昌史 マツダ/ロードスター 2 宮本 真理 マツダ/ロードスター

20 冨山 貴希 トヨタ/86 20 長嶋 健太郎 スズキ/アルトワークス 3 近藤 美沙子 スバル/BRZ

21 有ノ木 哲也 トヨタ/カローラフィールダー 21 土屋 健一 スズキ/アルトワークス 4 金川 桂子 金川 剛 プジョー/308

22 鈴木 敏広 トヨタ/クラウン 22 内藤 朋也 ミツビシ/トッポ 5 熊澤 由美子 熊澤 楓 ホンダ/CR-X

23 熊澤 楓 熊澤 由美子 ホンダ/CR-X 6 古賀 亜希子 マツダ/アクセラスポーツ

24 古川 健一 マツダ/アテンザ 7 佐伯 恭子 飯村 庄平 ホンダ/フィット

参加者名 Wエントリー 参加車両 25 江川 裕之 ホンダ/CR-Z 8 中村 香代子 (清水 徹) トヨタ/86

1 下坂 誠志郎 スバル/トレジア 26 佐久間 雅久 ホンダ/S660 9 北田 広美 関野 鎮雄 ホンダ/N-WGN

2 関 孝 ミツビシ/ギャラン 27 佐藤 敬一 佐藤 尚敬 スズキ/スイフト 10 目黒 真梨 マツダ/ロードスター

3 金川 剛 金川 桂子 プジョー/308 28 佐藤 尚敬 佐藤 敬一 スズキ/スイフト

4 原田 健治 スズキ/キザシ 29 佐野 公俊 スズキ/スイフトスポーツ

5 五十嵐 靖智 ホンダ/バモス 30 山口 大輝 トヨタ/チェイサー

6 黒沢 吉彦 フォルクスワーゲン/ゴルフ 31 松川 裕哉 マツダ/ロードスター

7 今成 景一 ホンダ/ライフ 32 山崎 大輔 スズキ/スイフトスポーツ

8 山崎 泰男 スズキ/ワゴンRスティングレー 33 木村 和也 スズキ/スイフト

9 秋元 拓也 トヨタ/ヴィッツ 34 飯塚 航 ダイハツ/コペンローブ

10 清水 徹 (中村 香代子) スバル/レガシィアウトバック 35 朽津 進 ダイハツ/コペン

11 泉 亜紀男 ニッサン/オッティ

12 中井川 郷 ミツビシ/アイ

13 萩原 寿 ボルボ/V40

14 北条 福人 スズキ/スイフトスポーツ

15 堀江 勝一 スバル/R2

16 木村 佳祐 木村 宏幸 フィアット/500

17 木村 宏幸 木村 佳祐 フィアット/500

18 渡邉 恵一 マツダ/キャロル

19 定村 吉高 BMW/Z4
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