
2022年　5時間耐久エントリー
8/10　16：30までのドライバー登録状況（台数：59台）　　ドライバー氏名赤字＝K4-GPライセンス更新・FISCOライセンス登録の手続き未完了

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 ドライバー⑪

GP-5 7 ｔｅａｍ北山 アオキ　オサム スズキ　ヨシオ モチヅキ　ユウジ カメダ　シンイチロウ タカスギ　トオル

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

GP-3-F 32 暴馬Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＤＸＬ モンナ　ノブヤ ヨコチ　マサカズ サハシ　アキノリ ゴトウ　タケヒコ

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 ヤマモト　リュウ アズマ　タカシ

GP-3-F 70 マーシャンクレートＪｒ エグロ　ショウト イマガミ　ヒロヒコ カンノ　ミユキ オカモト　マリ イイダ　ノリユキ

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 ツカモト　ヒロシ ナカダ　ヒデモト スズキ　ヨシユキ カワイ　ヒデキ

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 ツルサワ　マサヒロ

GP-5 89 ヒロモ ヒロイシ　リョウタロウ クモヤマ　ケンイチ シロマ　コウイチ

GP-4 92 チームタイサン国光Jr９２ タカハシ　マサミツ カワバタ　シンタロウ ジトウショ　ヒカル マツナミ　タロウ

GP-5 100 ゆらたく屋のおじさん達 ユラ　タクヤ アキヤマ　タツオ オオニシ　ヨシノリ ノイネ　カズヒロ ヨシダ　タロウ

GP-3 110 隠居の☆なおさん カツマタ　ナオト ナカタニ　マサユキ ツダ　タイシ オオバヤシ　ショウヘイ アベ　ユウタ

GP-2 112 ガレージサトウ サトウ　ユウイチ ムラヤマ　ダイスケ ムラマツ　カズキ キタザト　コウジ ウラタ　ヒロトシ ヤマモト　ケンゴ

GP-3-F 111 自民党モータースポーツ フルヤ　ケイジ アオヤマ　シゲハル ナカヤマ　ヤスヒデ オオオカ　トシタカ アキモト　マサトシ ヤマモト　サコン

GP-3-F 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-3 129 J1GP　ノリチーノ アベ　トモヒロ イシザキ　ノリヤ ユイ　アツシ イエムラ　アキユキ スミ　ヒデキ ナカジマ　タカヒロ ツル　フミツグ

GP-3 131 チームナックウエスト スギヤマ　マサノリ ヤタ　キンヤ ワタナベ　ヤスシ ゴトウ　ヨシヒロ ハヤシ　ミチアキ

GP-3 139 スズキ自販静岡ＲＣ コハリ　ヒロミ ワタナベ　リョウ サトウ　キミアキ アヤベ　ユウスケ サノ　ミツル ヨコヤマ　ケンタロウ コハリ　キョウヘイ

GP-2 141 クリエイションオフィスＴ＆Ｄ ハシグチ　ユウキ ナワタ　カズオ 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

GP-2-F 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-2 190 ＫＡＣセインツワークスプラス ヒロタ　ヒデオ マツカミ　キミノリ カミムラ　コウイチ ナガサカ　モリオ タカギ　ガク

GP-4 193 ＭＥＢＩＵＳ カジ　フミヒコ ヨシモト　ヤスノリ カワダ　ヤスヒロ ナカゾノ　ミツアキ

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

GP-2 200 チーム　マッハ　スリー サトウ　ヒデキ サトウ　テツヤ サトウ　エイサク カワグチ　アオハ

GP-2 206 あさっくＯＢｗｉｔｈテックＭＳ トヨシマ　ユウタ ニシザワ　ヒデヨシ ハットリ　ヨシヤ ホシナ　ダイキ

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-2-F 231 カーリーｗｏｒｋｓ コハリ　ヒロミ ワタナベ　リョウ サトウ　キミアキ アヤベ　ユウスケ サノ　ミツル ヨコヤマ　ケンタロウ コハリ　キョウヘイ

GP-2-F 233 ＴＥＡＭ　ＳＷＫ マツオ　トオル カワノ　テンマ

GP-2-F 306 チームプロシード ドイ　タイスケ シンボ　ヒロシ イケガミ　テツオ コウサカ　マサト フジモト　ノブカズ ヤマナリ　カツヒロ ハマナカ　カズヤ マツモト　モトキ ヤマネ　ユウジ ホンマ　サトシ シンカワ　カツジ

GP-2-F 310 さとう産業　四輪部 サトウ　ケイ スズキ　ショウヘイ ヤマウチ　セイギ

GP-2-F 312 いなふぉと アラカワ　ミエコ イナガキ　ユキヒロ タナカ　ユウヤ モリ　ナオヤ コマガタ　ヤスヨシ フカオ　トモヒト

GP-2-F 313 チームプロシード ドイ　タイスケ シンボ　ヒロシ イケガミ　テツオ コウサカ　マサト フジモト　ノブカズ ヤマナリ　カツヒロ ハマナカ　カズヤ マツモト　モトキ ヤマネ　ユウジ ホンマ　サトシ シンカワ　カツジ

GP-2-F 315 アクレイムのゆかいななかまたち マツダ　カズオ ワタナベ　ユタカ ヒロセ　テツヤ ニシオ　マサル ササキ　マコト

GP-3 322 三鈴オートサービス フジマ　タカシ ナカジマ　タケハル フセカワ　ヒデオ シマザキ　マサキ スズキ　タケシ

GP-1-N 327 Ｔｅａｍ　Ｉ．Ｓ．Ｍ．Ｗ イグチ　ナオヤ ソネ　ケイスケ ミヤマ　リュウジ ワタナベ　ユウスケ

GP-1-T 328 脂身レーシング カンダ　アキヒサ イワモト　ダイスケ ハヤサカ　シンイチ サカグチ　ダイスケ ミヤザキ　トシフミ

GP-2 333 ガンバレヨタ８ セラタ　ユウキ マダ　ケイスケ アイザワ　ナオト モリ　エイキ クドウ　コウタ ヨシノ　ヤスヒト

GP-1-T 352 ＭＣ・ＡＴ・リンクマンクラブ セト　ハジメ オオツ　オサム ミヤギ　ヒカル タナカ　リュウイチ イノウエ　ヒトシ

GP-2-F 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 ナカジマ　リュウセイ

GP-3-F 362 ＤＮＡレーシング サワシタ　マサト ナガノ　ユキヒデ マサツキ　ヒロアキ キクカワ　テツシ ヂモト　タイシュウ

GP-2 372 恵那市　モータースポーツ協議会 ミエダ　ミツヒロ マツバラ　シン コサカ　タカネ ミエダ　シゲミツ カネマツ　サトシ ササキ　モトシ カチ　イサオ

GP-3-F 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-3-F 521 チーム　ファインアート甲賀忍者 シマダ　マサノリ ヤギ　ヒデカズ フクナガ　コージ イトウ　ショウタロウ イトウ　マサヒロ

GP-3-F 585 サンテック＆井之上税理士事務所 イトウ　ジュンジ コヤマ　シンペイ イナムラ　ヒデマサ イトウ　ユミコ

GP-3-F 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 テラモト　シンゴ

GP-2 701 Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　豊橋西 オオタケ　ヒサオ オオバヤシ　ヒデアキ ヤマウチ　ヨシヒロ ハガタ　ノブオ

GP-3 710 アクレイムのゆかいななかまたち ヤマシタ　シュウジ ヨダ　カズヒロ ヤマモト　ノゾム トミオカ　タカオ

GP-2-F 718 ＭＯＴＯＭＩＹＡ　ＲＡＣＩＮＧ アベ　リョウタ アベ　ケイスケ

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 スズキ　チカシ

GP-3 776 ＡＤＶＡＮアウトモーダＹＨ７６ オチ　アキラ イイダ　ヤスシ イイダ　ナオキ コバヤシ　マサヒロ コバヤシ　イッケイ
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GP-2-F 800 ｃａｒ　ｓｈｏｐ　ＷＡＲＰ ウイ　アキヒロ ウイ　ヒロシ ゴウ　シオン ハマザキ　ヤスヒロ

GP-3-F 801 ＴＫＧ４４ＭＧ タカギ　マサモト カスヤ　マコト イノウエ　トモヒサ マツシタ　ナオヒロ クシダ　カズヒロ

GP-2 821 フリーウェイレーシングチーム ホリノウチ　イチロウ エンドウ　ユウジ スズキ　カズヒロ

GP-3 829 カナリヤレーシング テラダ　ヒロミチ ヒライ　ヨシアキ

GP-2-F 845 Ｅｍｐｅｒｏｒ　Ｒａｃｉｎｇ ウエダ　ダイキ ウエダ　シゲアキ タケウチ　ユウト ワタナベ　ユウ ヒラノ　ダイチ イタタニ　シュウスケ

GP-2-F 884 ８８４Racing ハヤシ　タダヒロ オオタニ　ケンジ ハヤシ　リュウタ

GP-3 910 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 ニシヤマ　ジュン

GP-3 911 ＮＦＣ－１　ワークス 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 ニシヤマ　ジュン

GP-2 996 ディバージョン☆レーシング スズキ　カツミ ウスイ　ヤスシ ナガサワ　シンイチ タナベ　マサキ スギヤマ　マサト ヒガシ　リョウマ
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