
■各クラス、ドリフトコンテストがございます。

■審査委員は会場にお越しのお客様へお願いしております。（先着で200名様限定）

■審査用紙は各クラスのコンテスト終了後に、受付の投票箱＆スタッフが回収させて頂きます。

■初級クラス

No, ドライバー名 チーム名 エントリー車両名 車名 車体色 エリア

埼玉県

2 佐藤　栄司 貴生塾 - レビン 白 東京都

1 神山　昇三 貴夫塾 ShōZō トレノ パールホワイト

東京都

4 菅谷　拓海 Sugar Garage しゅがー('ω') トレノ 白黒 栃木県

3 田中　浩昭 Team ぴーなっつ with 前歯かわき隊 ぴーなっつ86番 レビン 白、コン色

群馬県

6 Daniel Irwin しのこうば - トレノ 黒 オーストラリア

5 石黒　清志 G.T.M 涯 カローラレビン 白黒

群馬県

8 木部　達也 小泉商会 たつや トレノ 白黒 群馬県

7 都丸　涼太 - げんてん AE86レビン 赤黒

岩手県

10 桑原　宏 NOJIREAL - レビン 白/黒 東京都

9 松橋　勝人 ナイトウェーブ 松橋 カローラレビン みどり

東京都

12 藤村　剛 - AE86レビン AE86 グレー 神奈川県

11 久保　陽子 NOJIREAL - レビン シルバー

千葉県

14 岩村　慎司 小泉商会 イワG トレノ 緑 長野県

13 中村　拓海 - レビンAE86 レビンAE86 シルバー

秋田県

16 NO ENTRY - - - - -

15 畠山　博史 ナイトウェーブ 畠山 トレノ 黒

Total 15/97

■中級クラス

No, ドライバー名 チーム名 エントリー車両名 車名 車体色 エリア

福岡県

18 髙橋　弘樹 TEAM TEC-ART'S - レビン オレンジ 東京都

17 平田　直彦 TEAM TEC-ART'S NAOさん カローラGTS ガンメタ

東京都

20 堂下　貴弘 TEAM TEC-ART'S どうした堂下 カローラレビン パンダ 東京都

19 小林　拓郎 - - スプリンタートレノ 白/黒

千葉県

22 岡山　努 TEAM TEC-ART'S - トレノ 白 千葉県

21 菅野　豊和 fighter 菅ちゃん レビン 白黒

長野県

24 橋本　太誠 - はしもと トレノ 白黒 群馬県

23 池田　真一 小泉商会 - レビン ぞう色

埼玉県

26 野島　裕介 NOJIREAL Rough World トレノ 白 茨城県

25 喜屋武　三希子 Team ぴーなっつ with 前歯かわき隊 ぴーなっつ85番 カローラレビン 白

埼玉県

28 長嶋　重登 NOJIREAL - トレノ 白 東京都

27 松本　隆行 NOJIREAL - レビン かぶ

茨城県

30 宮澤　恵一 NOJIREAL - レビン グレー 東京都

29 槇田　和則 NOJIREAL マッキー レビン 赤

千葉県

32 中野　剛 - タケシ トレノ 黒 群馬県

31 峯島　宏行 NOJIREAL ミネちゃん レビン 白

群馬県

34 鈴木　悟 - AE86 トレノ 白黒 千葉県

33 島　拓海 garage Yazawa たっくんなう。 レビン 白

Total 18/97



■各クラス、ドリフトコンテストがございます。

■審査委員は会場にお越しのお客様へお願いしております。（先着で200名様限定）

■審査用紙は各クラスのコンテスト終了後に、受付の投票箱＆スタッフが回収させて頂きます。

■上級クラス

No, ドライバー名 チーム名 エントリー車両名 車名 車体色 エリア

群馬県

36 木村　圭一 関西チャンチャイ倶楽部 - トレノ 赤 三重県

35 市川　尚史 ガレージ インフィニティー ガレージ インフィニティー トレノ サビ

静岡県

38 河合　巌 関西チャンチャイ倶楽部 京都チャン・カワ レビン カローラレビン クリーム 京都府

37 戸塚　洋文 SOUL アナポ レビン 白

千葉県

40 塩川　祐樹 AHK86 - レビン 灰 静岡県

39 大高　良介 fighter ブローマン トレノ タマゴの黄身

愛知県

42 田中　翔馬 RAVISH MOTOR WORKS RAVISH もやしくん カローラレビン グレー 岩手県

41 阪野　邦洋 AHK86 - レビン 白

長野県

44 五十嵐　一郎 TEAM TEC-ART'S - カローラレビン ちゃいろ 神奈川県

43 鎌倉　勝比古 小泉商会 - トレノ 赤

山梨県

46 富家　勝也 - - レビン 白 栃木県

45 曽我　匡 TEAM TEC-ART'S 曽我隊長 レビン 白

埼玉県

48 吉永　大器 BOON BASE - トレノ イエロー 埼玉県

47 中村　嘉宏 BOON BASE - トレノ イエロー

埼玉県

50 風間　大輔 BOON BASE - レビン 黄 埼玉県

49 中村　良介 BOON BASE - レビン グレー

東京都

52 山﨑　直紀 ROGUE nao9221 レビン 純白 埼玉県

51 鶴﨑　直 - - レビン 白/黒

東京都

54 黒江　元紀 小泉商会 まじっすか レビン 赤 埼玉県

53 鎌田　司 TEAM TEC-ART'S - トレノ 白黒

Total 20/97

■極クラス

No, ドライバー名 チーム名 エントリー車両名 車名 車体色 エリア

愛知県

56 八本　久央 yts - レビン 白黒 千葉県

55 豊田　大夢 AHK86 AHK86 レビン 白

神奈川県

58 杉本　武士 タケシ軍団 - トレノ レッド 静岡県

57 小崎　恭冴 AE86 RSワタナベ ぽんこつ つかさ丸 レビン ピンク＆黒

山梨県

60 岩原　祐介 IWAHARA BODY WORKS - カローラレビン - 岐阜県

59 米山　竜也 ドリフト ハゲサンブル - レビン ピンク

三重県

62 可児　博之 TEAM TEC-ART'S 可児おじさん トレノ 黒 埼玉県

61 小西　邦明 ZEGRACE 伊勢☆ワークス ZEGRACE the BRIDE 86 トレノ 白黒

香川県

64 森田　登 RS Watanabe Buy Now Japan with effect トレノ トレノ 白 群馬県

63 清家　高志 M416 - レビン 茶

東京都

66 関　真一 SHP 関真一（SHP） レビン 赤 新潟県

65 中澤　昌司 RALLYペロタン ペロタン AE86レビン 黒/ｵﾚﾝｼﾞ

埼玉県

68 佐藤　直貴 ヨンエイジイクラブ SNR トヨタ 青 埼玉県

67 小川　将司 ヨンエイジイクラブ 小川　将司 トレノ クリーム

茨城県

70 若林　満 ガッツアワノ  ＠mitsuruwakabayashi レビン 黒鉄色 栃木県

69 杉山　智一 メジャー フォース MAJOR FORCE 05 レビン 金

埼玉県

72 柳川　純一 テクニシャン♂マーラーズⅢ SUPER873 トレノ 紫 千葉県

71 鈴木　俊紀 - - レビン ゴールド

群馬県

74 金子　貴範 Mouse Mouse金子貴範 トレノ ねずみ 愛知県

73 石田　雅裕 死ね死ね団/ペロタン - トレノ 茶

Total 20/97



■オープンクラス

No, ドライバー名 チーム名 エントリー車両名 車名 車体色 エリア

長野県

76 谷岡　昭夫 ZEGRACE N.G.WRI.C / ZEGRACE レビン レビン ピンク 千葉県

75 小泉　コータロー（孝太郎） 小泉商会 - トレノ 赤

新潟県

78 渡辺　誠 小泉商会 なべ カローラレビン 赤 新潟県

77 小師　賢作 TEC-ART'S × 柿の種レーシング GTコモロ トレノ マッドオレンジ

神奈川県

80 菅原　隆 ドラゴン+エキスパートOZ - トレノ レッド 埼玉県

79 村越　享 ZEGRACE N.G.WRI.C ZEGRACE トレノ スプリンタートレノ 薄紫

千葉県

82 峯尾　貴幸 EXPERT OZ ＠ Twin TAKA トレノ 黒（ゴキ） 東京都

81 須黒　典高 FUN カーバフ レビン アカ

福島県

84 戸田　貴夫 AHK86 NGWRIC 影武者レビン レビン 赤 愛知県

83 吉村　公孝 AHK86 AHK86 エイティーシックス レビン 赤

東京都

86 木村　篤史 TEAM TEC-ART'S - カローラレビン 白/黒 埼玉県

85 矢代　潤 テクニシャン♂マーラーズⅢ やしろおとうと カローラレビン ムラサキ

長野県

88 鎌田　貴夫 TKOレーシング TKOレーシング トレノ テックムラサキ 東京都

87 坂本　こーじ 小泉商会☆もぐらレーシング - レビン 赤

新潟県

90 高橋　卓也 ヨンエイジイクラブ - レビン 鼻血レッド 埼玉県

89 堀川　清男 小泉商会 - AE86トレノ 赤

神奈川県

92 上野　貴城 MAJOR FORCE MAJOR FORCE 04 カローラレビン 赤 栃木県

91 林　渡 RS Watanabe - レビン 赤

埼玉県

94 北林　俊章 GOODRIDE with FUN イソップ☆ レビン 水色 東京都

93 小嶋　和彦 ヨンエイジイクラブ K.Kコジマ トレノ ワサビ

栃木県

96 山川　誠太 ZEGRACE ZEGRACE the BRIDE ☆ GR レビン BRIDE 三重県

95 鈴木　勉 Orange Planning Tsutomu ☆ Suzy レビン オレンヂ

Total 24/97

千葉県

98 田所　義文 RS Watanabe with SPEED MASTER USED AUTO PARTS TADOKORO トレノ トレノ 青 香川県

97 大﨑　卓朗 亀川製作所 - レビン ムラサキめいさい


