
2015年JAF中四国ラリー選手権第1戦

2015年JMRC中国・四国ラリーシリーズ第1戦

西日本グラベルラリーツアー２０１５第1戦

つるぎ山アルペンラリー２０１５

No. クラス ドライバー 地域 コ・ドライバー 地域 車          名

1 FG4 渡部　洋三 愛媛 池田　　茂 東京 ＤＬ☆ＢＲＩＧ♪ＭＳＷみかんランサー９

2 FG4 冨安　敏照 福岡 小宮　新一 福岡 ＩＴＥＣ＆ＶＩＣＴＯＲＹランサー

3 FG4 宮川　優一 広島 北川　紗衣 北海道 恵歯会ＲＥＰＳＯＬハラデザインランサー

4 FG4 村田　康介 大阪 平山　真理 兵庫 ＥＸＤ・ＢＯＯＢＯＷ・ＤＬランサー

5 FG4 堀江　　拓 京都 馬瀬　耕平 兵庫 ＴＧｉｔｚｚＤＬカラオケＲＯＣKランサー

6 FG4 上野　耕二 徳島 鎌田　敏秀 徳島 四国産直市場メディアワークスＤＬランサー

7 FG4 阪本　　寧 熊本 八尋　俊一 熊本 Ｆ－ＴＵＮＥエナペタルＢＲＩGランサー

8 FG4 藤川　勝行 大阪 中村　禎宏 大阪 ＳＳ・ＪＩＲＯシロキヤランサー

9 FG4 筒井　克彦 福岡 髙橋　　巧 東京 ＴＥＡＭ２２１　ダンロップ　ランサー

10 FG4 二野下　幸夫 広島 梶山　剛 広島 Ｒスポーツ畳イワシランサー

11 FG4 マクリン大地 大阪 大橋　正典 神奈川 ＴＯＦ・マクリンインプレッサ

12 FG4 手塚　清明 石川 斎藤　哲史 静岡 チームみかんＮｏ３ランサーＥＶＯ９

13 FG4 西　　隆司 広島 丸山　晃助 広島 ＲスポーツＷＥＳＴランサー

14 FG4 松岡　竜也 愛媛 縄田　幸裕 愛媛 ＤＬ・ＢＲＩＧ・ＷＡＫＯ’Ｓランサー

15 FG4 平尾　高王 香川 高木　裕美 香川 ＣＭＳＣ香川ホワイツカンパニーランサー

16 FG3 白方　利文 愛媛 伊藤　洋幸 広島 ＩＲＷ・Ｒｓｐｏｒｔｓ・インテグラ

17 FG3 松原　　久 香川 和田　善明 香川 四国産直市場メディアワークスＤＬブーン

18 FG3 山口　貴利 滋賀 山田　真記子 滋賀 iｔｚｚニューテックＤＬブーボーブーン

19 FG3 辰巳　浩一郎 大阪 成田　正喜 京都 ＡＧＳＣ今年も頑張るブーン

20 FG3 関根　康生 京都 走出　芽美 高知 ＴＡＫＥ　ＧＯＯＤ　ｉｔｚｚ　ＤＬブーン

21 FG3 辻　　泰明 大阪 蓑輪　信悟 大阪 ＡＧＳＣ★ダイハツブーン×４

22 FG3 松井　繁往 広島 山本　剛 広島 ベックワークス・ＲＣＨ・シビック

23 FG3 平田　眞一 岡山 岸本　収正 岡山 ＦＲＣＭ・ドリーム・セリカ

24 FG3 山岡　信雄 大分 後藤　義則 大分 アトリエ９２１・竹中自・㈲ハダノ・みかんＥＫ７

25 FG3 野村　浩司 広島 横山　英治 広島 Ｒスポーツ 常昇魂　レビン

26 FG3 東　　隆弥 兵庫 日村　雅志 大阪 ＳＳ－ＪＩＲＯ☆ｅ’Ｔｕｎeミラージュ

27 FG3 浜口　　淳 兵庫 白木　幹人 兵庫 ノーバル　インテグラ

28 FG3 古川　　寛 大分 廣田　幸子 岡山 Ｇ－ＴＲＹインテグラ

29 FG3 増田　慎吾 広島 川本　圭祐 兵庫 シロヤギよしだ屋シビック

30 FG3 片山　義章 愛知 中浦　悠花 愛知 ＴＥＡＭ２２１　ミラージュ

31 FG3 永田　　一 京都 井上　智博 京都 四国産直スターレット

32 FG2 寺川　和紘 広島 石川　美代子 広島 四国産直ＢＲＩＧ恵歯会ＨＷデミオ

33 FG2 川村　貴宣 兵庫 中西　貴晃 大阪 ＢＯＯＢＯＷ・ＤＵＮＬＯＰ・ストーリア

34 FG2 中西　昌人 福岡 廣瀬　香織 佐賀 マクゼス・ストーリアＸ４

35 FG2 細谷　裕一 栃木 山角　哲也 栃木 メープルとちおとこフィット

36 FG2 三好　瑛二 山口 岡崎　辰雄 山口 ＭＣＣＳ・しろい・ミラ

37 FG2 加藤　克也 広島 大谷　美紀夫 山口 パピモータース・赤ヴィヴィオⅣ・ＤＬ

38 FG1 安藤　恭平 岡山 原野　雅子 岡山 車屋がんめたスイフト

39 FG1 西村　隼人 徳島 藤澤　謙次 徳島 マツダ　デミオ

40 FG1 桑原　義典 徳島 山田　英明 香川 阿波の８６

41 FB 下口　紘輝 奈良 大宝ゆかり 大阪 初グラベルラリー☆インテグラＲ

エントリーリスト


