
2022年　7時間耐久エントリー　　受付状況（申込台数：116台）

キャンセル：6台（1/17）

ドライバー名が赤字の方は更新・講習の手続き未完了です。 2022/1/17

クラス ゼッケン チーム名 ドライバー① ドライバー② ドライバー③ ドライバー④ ドライバー⑤ ドライバー⑥ ドライバー⑦ ドライバー⑧ ドライバー⑨ ドライバー⑩

GP-5 2 ゆらたく屋 ユラ　タクヤ オオシロ　ハジメ マツバラ　シュウジ オガワ　リョウ シンセ　タイスケ

GP-4 5 ＩＭＡＧＥ　ｗｉｔｈ　ＴＴＲＣ イトウ　ヒロシ ナカムラ　トシユキ サイトウ　タモン キムラ　イチロウ

GP-5 7 Ｔｅａｍ　北山 タカスギ　トオル アオキ　オサム スズキ　ヨシオ モチヅキ　ユウジ ササキ　タカノリ

GP-2 8 ホンダプラモ　静岡 ヤマザキ　マサフミ スギヤマ　エイジ フジイ　サトル カルロス　ゴン カンチャン

GP-4 4 ＡＭＳ オガワ　セイジ ヤマザキ　カズヨシ キム　キョンモ

GP-1 26 モータースポーツバリアフリー アベマツ　マサオ セキグチ　カズマサ サトウ　カズヒロ

GP-5 27 ＴＥＡＭ　ＭＩＮＩＬＩＴＥ エントリーキャンセル（1/17）

GP-3 29 ＦＨＳタカＱＲａｃｉｎｇ！！ ハラダ　タカシ コバヤシ　キュウマ ヒラマツ　ヨシヒロ ヒラマツ　ユカリ

GP-4 33 ＨＵＬＡ　ＲＡＣＩＮＧ タカハシ　カツシ カネコ　トモハル キムラ　マサアキ フカボリ　ヨウセキ

GP-2 34 ＳＰＥＥＤ若松 ワタナベ　マハト ワタナベ　リエ

GP-2 36 (株)本田設備 ホンダ　ヤスアキ アゼチ　ケンユウ キノハラ　ショウイチ ツジ　テルオ タカハシ　モモタロウ

GP-3 37 チームＳＡＳ タカハシ　カズホ ホンダ　コウジ カクラ　ユウイチ スミノ　コウゾウ オオノ　ヨシタカ ピエール　キタガワ サイメン　ハジメ ヤマダ　コウキ

GP-2 39 ＳＣＵＤＥＲＩＡ　ＹＵＴＡＫＡ サワノボリ　ユウジ ソデヤマ　トモユキ イリクラ　シュンイチ アオノ　ヒロキ

GP-2 45 千葉ピーナッツＲａｃｉｎｇ フクモト　マサノブ トリウミ　リュウジ アズマ　タカシ ヤマモト　リュウ

GP-5 56 シイナＥＮＧ・ＲＣマッド２３ ヨシダ　マサヒコ シイナ　タカシ シイナ　シュウイチ ミウラ　ヒロキ

GP-2 60 ＴＷ－ＲＡＣＩＮＧ　ＴＥＡＭ ミネギシ　ワタル メンジョウ　ヒロコ ホンダ　ケンジ ミネギシ　ユタカ サカグチ　トモヒロ フクダ　ダイスケ ナカムラ　ヘイスケ

GP-3 65 ＨＯＮＮＡＭＡ－Ｒａｃｉｎｇ カン　シゲノリ コイズミ　ヒデアキ シミズ　ケンジ

GP-3 67 Ｔｅａｍ　ＳＵＣＣＥＥＤ ヨコヤマ　アケシ ヨコヤマ　ヒロユキ タシロ　タカユキ ミズグチ　トシユキ セリザワ　タダオミ ヤナギダ　アキヒロ

GP-2 68 ハーテリー６６０ＧＴ シカタ　ヒロシ タカサキ　ヤスヒロ タニオカ　リキ イシハラ　アキヒロ ワカバヤシ　マサル

GP-3 73 ＴＥＡＭ　ＷＩＮＮＥＲ　Ｘ コミヤ　シンスケ アイハラ　ヤスヒト セキ　マサトシ ハタ　ヨシノリ クドウ　ユウキ オオツカ　カズヒロ テラカド　フミアキ アキモト　マサノリ アンドウ　ガクト テラダ　ケイゴ

GP-2 76 コスモテックレーシング ワタナベ　ユタカ カシワギ　マサヒコ オカダ　ヒトシ クリタ　アキヒコ ヒトスギ　カズヒロ スギヤマ　ユウト

GP-5 77 チームザウビー・アルファ スズキ　ノブヒコ ナカダ　ヒデモト カワイ　ヒデキ スズキ　ヨシユキ

GP-1 78 Ｔｅａｍ　ＢＡＧＵＳ ムラヤマ　タクロウ シモダ　アツシ シモダ　テッペイ

GP-5 79 チームラップｗｉｔｈボイスＱ スギヤマ　ヒロトシ アキヤマ　コウジ カギヤマ　ヒロツグ カトウ　マサアキ

GP-3 80 ＢＲＩＧ ヤマシタ　マサユキ コタジマ　タカオ ニシザワ　シンジ タカハシ　トシフミ ムラカミ　リョウ スイタ　カツヨシ タカハシ　ノブアキ

GP-2 82 東海☆麗神愚メンテはみかなテク シイナ　ダン イシヤマ　カズマサ ヒラタ　ジュンヤ タズミ　キョウコ カワカミ　リョウタ ストウ　ユウキ オザワ　シュウイチロウ オオシマ　ヒトミ

GP-5 83 ｓｓ☆μ銀座メンタルクリニック ウチワ　マサヒト イシカワ　ヒロシ モリ　トモアリ ヤギ　クニユキ ハタケヤマ　ヒデマル

GP-2 91 のぶまんモータースポーツ ヨシダ　カズノリ ワタナベ　ヒデユキ タダ　ヨシキ クロカワ　マサシ

GP-3 95 田代車輌・土屋鈑金複合チーム ツチヤ　マサト ナツメ　ヒロユキ タシロ　ヨシカツ イシイ　キョウコ フワ　ヒサノリ

GP-4 96 チームトップフォーミュラー カワマタ　サトシ サトウ　カツイチ キムラ　トシカズ ヒラノ　ユキヒロ

GP-5 100 ゆらたく屋のおじさん達 エントリーキャンセル（1/15）

GP-3 101 ＡＺＵＭＡ　ＲＴ セキグチ　ヒデアキ フクシマ　シゲキ マスダ　シンイチ

GP-2 109 チームＥＸＴ シライ　コウスケ イシハラ　カイト スギヤマ　ハル シマダ　サトシ タコウ　マサル ナカノ　フミヤ

GP-3 117 Ｔｅａｍ　ＴＡＣＳ＆ＪＣＣＡ オカ　マサヨシ タカスギ　ナオシゲ スズキ　エイキチ コウザキ　ユウジ エンドウ　ジュン ミノワ　マサトシ チバ　ショウ

GP-3 118 Ｔｅａｍ　ＴＡＣＳ＆ＪＣＣＡ オカ　ショウタロウ ミチギシ　カズヒト タナカ　ヒロマサ ゴミ　シンジ

GP-2 119 ＹＯＳＨＩＤＡ　ＲＡＣＩＮＧ ヨシダ　ヒロユキ シマ　リイチロウ ホンゴウ　ユタカ コカブ　ダイスケ イトウ　ユウスケ ホンマ　シュン

GP-3 121 テクモと愉快なお客たち ナカシマ　タカユキ ナガイ　タツヤ マツウラ　タケシ カミヤ　マコト

GP-4 125 ＳＴＩＮＧ浜松‐ＲＴ スギヤマ　コウジ ナカツガワ　ヒデヒコ ミズノ　アツヒサ

GP-2 128 Ｔｅａｍ　ＴＡＮＳＡＮ オグラ　トオル オグラ　リョウタ オグラ　ヨウヘイ

GP-3 131 ナックウエスト スギヤマ　マサノリ ハヤシ　ミチアキ ワタナベ　ヤスシ ゴトウ　ヨシヒロ イシイ　ケンタ

GP-2 141 クリエイションオフィスＴ＆Ｄ ナワタ　カズオ ハシグチ　ユウキ フジカワ　テツヤ スギモト　ケンイチロウ オオハタ　ケンイチロウ カヤツ　タツオ
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GP-2 144 チームＩＲＤ エントリーキャンセル（1/17）

GP-2 145 東京大学モーター同好会 ヨシハラ　ユウト ヤマモト　マサタカ カミチカ　ユウヘイ シミズ　リョウ ミヤチ　タクヤ オカダ　ヤスタカ キノ　リュウノスケ ヤナギサワ　キョウヘイ

GP-2 148 ＡＫＢＲａｃｉｎｇＴｅａｍ タケダ　ヨウヘイ スズキ　タカシ ウエダ　マサヨシ ワタナベ　テツヤ ハヅク　マサキ フクモト　タカシ サトウ　タカヒロ トリウミ　ヒロキ

GP-3 150 ホンダアクセス　モースポ部 タナカ　ホダカ タカハシ　ヨウスケ イイダ　エリカ オカ　ケンシン カメタ　マサキ タチハラ　セイヤ ヒグチ　タイセイ ヤスイ　リョウヘイ

GP-5 159 スナップオン　レーシング ホウジョウ　マサト ホウジョウ　レンジ スガ　ジョウジ コマツザキ　コウイチ クリハラ　タツオ

GP-2 167 ヴィツアータイヤデライトアクレ タツミ　ヒロノリ オオハラ　ケンジ カワサキ　ヤスヒト イケダ　ヒロユキ イトウ　ノリヒコ

GP-5 173 チーム　イナミーティング イトウ　エイイチ シミズ　ユキタカ タニモト　サトシ ハブタ　カツマサ フクシマ　マサテル

GP-2 176 ほどほどれーしんぐ サカイリ　ナオヨシ サイトウ　テツヤ モチヅキ　セイジ カシワギ　サトル ハットリ　トシユキ

GP-2 181 ＢＲＩＧ アリクニ　タカミ ウチノ　カズヒト タカシマ　ヤスシ マツシマ　タカノリ コバヤシ　タケジ カナザワ　ヒデヨシ ミヤグチ　ユキオ

GP-2 183 ほどほどれーしんぐ ハットリ　トシユキ カシワギ　サトル ヤギ　ショウタ イシカワ　トモヒロ アライ　ノボル

GP-2 189 きまぐれーしんぐ ヨコヤマ　シホ ヨコヤマ　トモヒコ ヨコヤマ　タカユキ

GP-4 193 ＭＥＢＩＵＳ ワタナベ　カツヒロ ヨシモト　ヤスノリ カジ　フミヒコ ハカマタ　モリヒロ スズキ　テツヤ

GP-1 197 Ｔ－ｂａｓｅ ナカダイラ　トミアキ ナカダイラ　ハルヒサ ナカダイラ　ヒロフミ ナカダイラ　ミサト

GP-2 213 チームぴかいちＢＫＭ スズキ　トモヒサ ニシベ　アツミ アイハラ　ヤスオ スズキ　ケイタ ハヤシ　ヒロトシ スギヤマ　ヤスヒロ

GP-5 219 ＩｒｏｎＷｏｒｋｓＲａｃｉｎｇ ニシダ　ワタル アサクラ　トシユキ ゴミ　トシマサ

GP-3 227 ナックウエスト タケウチ　ユウイチ イケダ　タカシ ヤタ　キンヤ

GP-2 235 トップカロリスト カナザワ　ノブユキ ナカガワ　タモン ヤマシタ　シンゴ オクムラ　タスク

GP-2 249 フリーウェイレーシングチーム ホシザキ　アキヒコ カゲヤマ　タカシ ホリノウチ　イチロウ エンドウ　ユウジ ヨシダ　ノブテル

GP-5 253 Ｔｅａｍ　ＤＥＭＥＮＴＩＡ サノ　アキヒコ オクジマ　ヒサタカ オカイチ　カツジ カワムラ　ヒデキ ナラ　タカユキ

GP-2 259 ＡＲＯＣ．Ｍｉｋａｗａ イタクラ　カオル イチミ　ユウジ ダイトク　キョウイチ カネコ　ツトム アサイ　アキラ オオニシ　カズヨシ ウチムラ　マサシ サカタ　モトノリ

GP-4 265 フリーウェイレーシングチーム テルヤ　ワタル キムラ　シノブ ゴトウ　カズヒコ ハラ　ヒロシ

GP-2 277 初音レーシング ハシモト　ヤスカズ ヨネダ　タクロウ スズキ　コウジ スズキ　サトシ アラキ　ユウスケ ユウキ　マサタカ マエダ　タカユキ

GP-2 278 ＧＡＳ　ＥＮＥＲＧＹ　ＲＴ サトウ　シュウジ ヤマグチ　ワタル ナカバチ　ユウジ

GP-3 283 ＫＡＴＺ　ＲＡＣＩＮＧ カツマタ　ハジメ イソベ　キヨシ コマツ　タケシ ナガノ　キミノリ ニシダ　ユウスケ ハギワラ　トシマサ

GP-1 290 かがやき☆どらポケｍｓｃ ゴトウ　ヨシヒト マサゴ　ケンジ ナカザワ　カズユキ ナカムラ　マサト ナカヤマ　マサカツ ヨシオカ　ナオリ

GP-5 295 ＦＩＲＳＴ　ＲＡＣＩＮＧ フジタ　カズオ サイトウ　ミノル サイトウ　スグル アオヤマ　マサキ カトウ　ヒトシ ウヅカ　ナオト スズキ　タカハル イナガキ　ダイスケ

GP-2 302 チームブルドック イトウ　ユウマ イトウ　ノリアキ ハラダ　ヨシハル ワニブチ　ケンジ

GP-2 304 シロマさんちと　風小僧 シロマ　コウイチ シロマ　クミコ イノウエ　トシユキ オカベ　モトハル

GP-3 306 チームプロシード ドイ　タイスケ シンボ　ヒロシ フジモト　ノブカズ コウサカ　マサト イケガミ　テツオ ハマナカ　カズヤ ヤマナリ　カツヒロ マツモト　モトキ オカモト　レン

GP-2 320 Ｆｒｅｅｄｏｍ　Ｇａｒａｇｅ サトウ　タツヤ ニシモト　ヒロシ タナカ　ジュンジ カシワギ　アキヒコ サトウ　ヒロフミ ニシモト　ハヤト アイザワ　アキヒロ

GP-3 321 チーム　ＡＣＴ ニムラ　シンジ カミヤ　ケイスケ カワカツ　タカシ ツジモト　ヒロナリ

GP-2 323 ＬＵＳＴＥＲ ミズノ　ヤスヒロ フルヤ　キヨヒサ ノナカ　モトノリ タカハシ　ツトム カナベ　ヨシタカ マナベ　ヨウヘイ タカハシ　カズヒロ

GP-1 329 多摩レーシング　ｗｉｔｈ　Ｂ ウジイエ　ヒトシ タグチ　サトシ キタ　シュンスケ ヤマザキ　ユウキ

GP-3 350 エムシーラインＦＴ ワタナベ　アキタカ ハッタ　ケンジ アオヤギ　ケンイチ タナカ　リュウイチ オクノ　ヨシミツ

GP-1 351 エムシーライン＋ＡＴ ハヤマ　ユウジ オオツ　オサム トミタ　マサヤ ホヤノ　ヒロシ セト　ハジメ ヤギ　トモミ ヤマグチ　サトシ ミヤギ　ヒカル イノウエ　ヒトシ

GP-1 352 エムシーライン＋ＡＴ ミヤギ　ヒカル ヤマグチ　サトシ ヤギ　トモミ セト　ハジメ ホヤノ　ヒロシ トミタ　マサヤ オオツ　オサム ハヤマ　ユウジ イノウエ　ヒトシ

GP-2 358 フォレストモータース＠おやじ部 マルタ　ヒロアキ アオヤマ　カツミ ヒラノ　シゲキ フジシタ　アキマサ コバヤシ　コウヘイ

GP-2 359 長谷川輪業自動車部 ハセガワ　テルアキ ハセガワ　マサヒロ

GP-3 362 ＤＮＡレーシング エントリーキャンセル（1/17）

GP-2 373 ＴＥＡＭ－ＭＴＭＭＩＴＡＫＡ ドイ　タイスケ シンボ　ヒロシ フジモト　ノブカズ コウサカ　マサト イケガミ　テツオ ハマナカ　カズヤ ヤマナリ　カツヒロ マツモト　モトキ オカモト　レン

GP-5 382 プラス１アオキレーシング アオキ　テルヒサ タナハシ　ノブヒコ オカダ　ケンタロウ スガワラ　ヨシカズ モリカワ　セイイチ シノウラ　フミヒコ ミヤモト　ケンタロウ セト　ユウヤ ホンダ　マサカズ
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GP-1 452 Ｋ４－ＳＲＳ カミムラ　ヤスシ ツチダ　シゲヒロ ニシムラ　カツヒコ

GP-2 481 エルシーヨシモトガレージ タムラ　ユキヒコ シバ　トシカズ アベ　シンジ

GP-4 501 熊さん　と　その　お友達 クマガイ　マサカズ ナカタニ　ヨシハル ムラカミ　マサヒロ マルヤマ　ヒサノリ シロキザワ　ゴウ

GP-2 510 ＨＥＡＲＴＩＬＹ－ＴＩＧＲＥ ゴトウ　ツトム アラキ　ヒロアキ シラトリ　サトル ナカオ　ユキヤ シカタ　ヒロシ イシハラ　アキヒロ カワベ　ヒデタカ

GP-3 521 ＫＳＴ－Ｍ　ＦＡ　ＣＯＰＥＮ イトウ　マサヒロ イトウ　ショウタロウ フクナガ　コウジ シマダ　マサノリ ヤギ　ヒデカズ

GP-2 531 Ｆｉｅｌｄ　Ｒ マエハラ　マサアキ オカモト　タカユキ ヤマザキ　マサユキ アラヤ・ヴィラメンティ・ロナルド・ジョン マエハラ　ヨシアキ マエハラ　ミサキ アベ　ダイキ

GP-2 551 Ｋａｚｕｍｉｎ　Ｒａｃｉｎｇ ヤマザキ　ヨシタケ ワカバヤシ　ツネオ シムラ　カズミ

GP-1 555 ＬＩＮＥ　ＵＰｗｉｔｈＢＯＬＤ カワムラ　ナオキ カジイ　タカヒロ ニタキ　サトシ

GP-3 618 チーム　佐藤 サトウ　マサヨシ ウチヤマ　ジュン モリシタ　シンイチ フクモト　タカシ

GP-2 634 ＣａｒＭｅｄｉａ　ＴＡＮＡＫＡ カワナゴ　カズヒコ タナカ　ハジメ サトウ　ヒデノリ ワカヤマ　ツヨシ オカ　アキオ

GP-2 658 小江戸紅赤レーシング マツザキ　カイト マツザキ　ナオキ ヤマシタ　ナオキ イトウ　マサキ

GP-3 690 ＣＯＯＬＨＥＡＤＥＲＳ ウエマツ　ミチマサ オサダ　タダヒサ エノモト　マサヒト カノウ　コウスケ サトウ　タツヤ

GP-3 700 マーシャンクレート・クラブマン ササキ　マサミ オカダ　ミツフミ

GP-3 711 ＰＯＭ　ＳＰＥＥＤ タジマ　ヨシノリ オオバ　リョウスケ ホシノ　リキ ゴトウ　ユウスケ タダ　ショウゴ イソノ　マコト シブヤ　タクト サトウ　エイサク ヤマザキ　ヤスシ

GP-3 730 奥平歯科診療所 オクダイラ　シンイチロウ オクダイラ　アキヒト サカイ　トモヒロ ササキ　ヒロユキ ナカジマ　シンイチロウ タニモト　ユウキ

GP-1 731 奥平歯科診療所 オクダイラ　シンイチロウ オクダイラ　アキヒト サカイ　トモヒロ ササキ　ヒロユキ ナカジマ　シンイチロウ タニモト　ユウキ

GP-2 737 ＴＥＡＭ　ＷＩＮＮＥＲ　Ｚ コミヤ　シンスケ ナカムラ　トモキ セキ　マサトシ ハタ　ヨシノリ クドウ　ユウキ オオツカ　カズヒロ テラカド　フミアキ アキモト　マサノリ アンドウ　ガクト テラダ　ケイゴ

GP-3 746 チーム蹊（こみち） ヤマガタ　ケンジ イトウ　キヨシ シダ　ヨシタカ スギモト　クニハル タカハシ　ケンタ タナベ　コウジ イシマル　シュウジ サトウ　ミチノリ

GP-1 747 ＯＧ３レーシング イソムラ　カズヒロ オニマル　タケシ ヤトメ　ミツル ハタヤ　ケンゴ イケダ　サトシ ハシグチ　タツロウ ナカムラ　オキ

GP-2 758 ＮＯＺＯＯ　Ｒａｃｉｎｇ ノジ　コウヘイ ソブエ　ヒロ ナイキ　ミノル カンダ　アキ ノザキ　コウジ クロダ　ヤスオ

GP-2 770 ＴＥＡＭ花道 ハギワラ　カズヒロ オガサワラ　ツカサ ホリイ　ユウト シブサワ　タクヤ

GP-5 777 ＴＥＡＭ－Ｔ弐号機 タカハシ　カズホ カトウ　ヒロキ シンカイ　アツシ

GP-3 780 ＬＯＶＣＡ　ＬＭ－ＳＰＯＲＴＳ ハマナカ　ケイタ フタムラ　タカヒロ サイトウ　マサヤ ノノヤマ　ヒロキ

GP-2 782 三幸貿易　ＬＭ－ＳＰＯＲＴＳ イトウ　ケン ナカタニ　ジュン ウエムラ　シンイチ ワダ　リョウスケ オキタ　トモカズ ナガナワ　ユウタ

GP-1 807 プラス１アオキレーシング アオキ　テルヒサ タナハシ　ノブヒコ オカダ　ケンタロウ スガワラ　ヨシカズ モリカワ　セイイチ シノウラ　フミヒコ ミヤモト　ケンタロウ セト　ユウヤ ホンダ　マサカズ

GP-3 830 ＴＥＡＭ　ＪＣＣ タカギ　ヤスジロウ オオカワラ　ヒデオ アサヒ　トシミツ ヒラカワ　タダヨシ クマベ　ミツハル オオカワラ　ユウセイ コイケ　マサアキ ホソダ　シゲノリ

GP-2 841 日大医歯自動車連合軍 カワライ　カイト シマタニ　ユウスケ ホシノ　ケイスケ アリタ　ショウゴ アリマ　ヒデトモ

GP-2 860 チーバ８６＠プラモ ヨシダ　マサミチ ハラ　カズフミ ジビキ　ヒロマサ カルロス　ゴン フジイ　サトル カンチャン

GP-2 881 ＫＲＡＦＴレース部 マツド　エイジ ワタナベ　ミツル シオジマ　ヒロアキ ナカダテ　ケイジ ハギハラ　ナオキ ホリウチ　ケイタ オカ　カズキ サカモト　カズヤ ハラ　ナオミ

GP-2 888 ＢＵＣＫＵＰ＆マイティキャット エントリーキャンセル（1/17）

GP-2 903 クライススポーツ ヤマグチ　ヤスヒロ ニシハタ　マサキ タケダ　ミチオ オカ　タカシ クロダ　ミチオ

GP-3 911 ＮＦＣ－１ タツハラ　マサユキ タツハラ　トシカズ スギモト　ナオキ ミヤジマ　トモヤ ミヤジマ　ケンジ コバヤシ　トシユキ タカハシ　ケイコ フカサワ　ヨシアキ フナハラ　キイチロウ

GP-2 996 ディバージョン☆レーシング タナベ　マサキ スギヤマ　マサト スズキ　カツミ ナカザト　ユタカ ウスイ　ヤスシ タカハシ　ヒロキ カツナミ　トモキ

GP-1 999 ＲａｃｉｎｇＴｅａｍ　ＬＵＨＡ エントリーキャンセル（1/17）
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