
2008　IMPORT CAR MEETING　Round1
総参加台数 105 台 オートポリス　( 天候 :　　　　コース :　　　　 )

＜走行区分Ａ＞ 参加台数 21 台

練習 EU1300N 参加台数 4 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

？ 1 山本　剛彦 佐賀 　☆チーム・アクトレーシング MINI

○ 2 黒木　賢二 宮崎 　たそがれれ～しんぐミニ MINI

－ 3 占部　文和 熊本 　クラブマン朝駆けＳＰＬ MINI

－ 4 小濱　栄二 熊本 　ＢＲＩＴ．ＣＡＦＥ　ＭＩＮＩ MINI

練習 EU1600N 参加台数 6 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 5 石原　秀孝 熊本 　シンバ１０６ PEUGEOT PG-2

○ 6 戸田　望 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ｔｏｎｔａ１０６Ｓ１６Ｌ PEUGEOT

○ 7 野田　弘樹 福岡 　ＤＰ－ＲＣ２０５ＧＴＩ PEUGEOT PG-3

○ 8 圓尾　弘樹 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　１０６Ｓ１６ PEUGEOT PG-2

○ 9 荒川　治 熊本 　ｅｍｚＥｕｒｏ　サンデーＲ２０６ PEUGEOT

－ 10 磯田　康弘 福岡 　トタルサクソＶＴＳ　５号車 CITROEN

練習 EU2000N 参加台数 11 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

？ 11 山本　進一 福岡 　クラフトガレージ　ｉｓ２号 BMW

－ 12 古賀　大章 福岡 　クラフトガレージ　マルニ BMW

○ 13 天野　夕輝 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　２０６ＷＲＣ PEUGEOT

○ 14 久原　律子 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　Ｇ☆Ｆ☆Ｗ　イオリちゃん　 PEUGEOT

○ 15 内田　栄進 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　３１８ｉｓ BMW BM-3

○ 16 田宮　芳孝 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＢＩＬＳＴＥＩＮ　３１８ｉｓ BMW BM-3

○ 17 中尾　亮太 佐賀 　ルノースポールスピダー RENAULT

○ 18 緒方　恵 熊本 　ゴルフ３ＲＳディーシュポルト号 VOLKSWAGEN

－ 19 林田　敦 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　１５５ ALFAROMEO

○ 20 和嶋　亮介 福岡 　グランドスラムジラフＡＲＳ－β ALFAROMEO

－ 21 樽見　昌史 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　２０６ＲＣ PEUGEOT PG-1

＜走行区分Ｂ＞ 参加台数 32 台

練習 EU1600 参加台数 3 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 22 オレ　タケコネン 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ ＳＡＸＯ CITROEN

－ 23 藍澤　誠治 熊本 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１０６ PEUGEOT

－ 24 岩尾　雅貴 大分 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＥＮＤＬＥＳＳ　１０６ PEUGEOT

練習 EU2000 参加台数 8 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 25 高松　学文 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＳＰＡＲＣＯ　Ｋ２１４５ ALFAROMEO

－ 26 久野　道広 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　２０６ＲＣ PEUGEOT

○ 27 小桜　博明 大分 　プロジェクト　ミュー　ゴルフⅢ VOLKSWAGEN

○ 28 原　昭仁 福岡 　グランドスラムジラフＡＲＳ－α ALFAROMEO

○ 29 日高　裕治 福岡 　ビッテウエスト　ＵＧ BMW

○ 30 小林　邦彦 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　１５５ＴＳ－ＦV ALFAROMEO

○ 31 緒方　俊一 大分 　イーズガレージ　１１１Ｒ LOTUS

－ 32 住吉　太郎 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　エリーゼ LOTUS

練習 EU3000N 参加台数 7 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 33 野澤　健児 長崎 　ハマエンジニアリングＴＥＺＺＯ VOLKSWAGEN

○ 34 山下　基一 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１５６ ALFAROMEO

？ 35 川崎　裕司 福岡 　ＭＡＮＡ　ＧＴＡ　Ｋ２スポーツ ALFAROMEO

－ 36 山本　和則 佐賀 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　ＭＩＮＩ BMW

－ 37 上野　純一郎 福岡 　ポルシェＳＣ PORSCHE

○ 38 田崎　貴英 熊本 　ＫＴガレージＭ３Ｂ BMW BM-1

－ 39 佐藤　充 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＢＪＸ！！ VOLKSWAGEN VA-1

練習 EU-RN 参加台数 14 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 40 江藤　智 熊本 　ケイツーポルシェ９９３ PORSCHE

－ 41 松浦　武志 福岡 　ドリーム　カレラ PORSCHE

－ 42 立川　登 佐賀 　ポルシェ PORSCHE

○ 43 芦馬　義裕 福岡 　グランドスラム　ジラフ　３２８ FERRARI

○ 44 田中　新二 大分 　アルテロッソレーシングＧＴ－３ PORSCHE

○ 45 西東　裕城 熊本 　Ｋ２　ポルシェ PORSCHE

－ 46 大塚　克彦 大分 　アルテロッソレーシングＭ３ BMW

○ 47 竹内　信三 宮崎 　ＢＭＷ－Ｅ４６－３３２ＴＲ BMW

－ 48 福島　健一郎 熊本 　Ｋ２・９６４カレラ２ PORSCHE

○ 49 田中　隆博 大分 　アルテロッソレーシングＧＴ－２ PORSCHE

－ 50 土橋　哲郎 佐賀 　ポルシェＧＴ３　ＲＳ PORSCHE

－ 51 高村　和弘 福岡 　ポルシェ PORSCHE

○ 52 山中　幸一 熊本 　みらの＠場違いでごめんなさい BMW BM-1

－ 53 奥　孝彦 福岡 　Ｍ３Ｃ　通勤仕様 BMW
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＜走行区分Ｃ＞ 参加台数 18 台

練習 EU3000 参加台数 1 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 54 辻岡　英明 山口 　Ｐｒｉｍｏ　Ｍｏｔｏｒ　Ｍ３Ｂ BMW

練習 EU-7 参加台数 5 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 55 菊井　秀陸 福岡 　バーキン　セブン CATERHAM

？ 56 坂井　美裕 熊本 　ロングマンセブン CATERHAM

○ 57 広本　賢郎 大分 　ＷＩＮＤＫＩＳＳ CATERHAM

○ 58 桑島　俊春 大分 　Ｊｍｏｄｅスーパーセブン CATERHAM

○ 59 宮本　隆士 福岡 　デントミヤ　スーパーセブン CATERHAM

練習 EU-R 参加台数 7 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

？ 60 藤丸　幹修 福岡 　スーパーゴルファーズポルシェ PORSCHE

○ 61 浦田　憲一郎 大分 　０１ＧＴ３ PORSCHE

？ 62 江本　玄 福岡 　Ｋ２　ＧＴＶ ALFAROMEO

－ 63 河野　光哉 熊本 　水前寺ポルシェ PORSCHE

○ 64 有村　英一郎 福岡 　ＡＲＩポル＠Ｒ９ PORSCHE

○ 65 河野　美純 福岡 　ポルシェ　ＧＴ－３　ＲＳ PORSCHE

○ 66 ちりちり９９ 福岡 　ちりちりポルシェ PORSCHE

練習 EU-SR 参加台数 5 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 67 兼村　浩史 福岡 　ＤＰ－ＲＣ９９６ＣＵＰ PORSCHE

○ 68 北宮　崇志 福岡 　ＢｉｔｔｅＷｅｓｔ☆た～坊☆Ｍ３Ｂ BMW

－ 69 小川　伸一 福岡 　ターボ３．６ PORSCHE

○ 70 坂本　弘志 福岡 　ジラフ３３５オ～トマ最速セダン BMW

? 71 田中　和幸 福岡 　レクリス９６４ PORSCHE

参加台数 34 台

SR-A 参加台数 20 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

72 中村　謙介 福岡 　キバが無い毒ヘビ１４７GTA ALFAROMEO AR-１

73 李　忠行 福岡 　ＡＰＲＧ５Ｒ３２ VOLKSWAGEN VA-1

74 尾上　統一 福岡 　ＡＢＤニュービートル VOLKSWAGEN VA-1

75 畑田　智行 福岡 　ＡＰＲ　ＧＯＬＦ－Ⅴ　３１０ VOLKSWAGEN VA-1

76 藤野　学 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-1

77 岡原　徹 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　Ｒ３２ VOLKSWAGEN VA-1

78 斉藤　良隆 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ビートル VOLKSWAGEN VA-1

79 坂本　剛 熊本 　ＶＷ　ＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-1

80 鶴　修一朗 熊本 　Ａｕｄｉ(T_T)/̃̃̃ AUDI VA-1

81 鍋山　孝治 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＫＡＡＺ　１５６ＴＳ ALFAROMEO AR-3

82 内田　英智 福岡 　グランドスラムジラフ１５６ＴＳ ALFAROMEO AR-3

83 野畠　康平 福岡 　ノバタクーパー ＭＩＮＩ

84 中村　剛太 熊本 　ＢＭＷ１１６ｉ BMW BM-3

85 中山　泰輔 熊本 　Ⅲ　ＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-2

86 下峯　秀一郎 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！ＧＯＬＦ２　１号 VOLKSWAGEN VA-2

87 坂井　丈 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！ＧＯＬＦ２　２号 VOLKSWAGEN VA-2

88 山崎　昭毅 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！ＧＯＬＦ２　３号 VOLKSWAGEN VA-2

89 吹春　智嗣 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！ＧＯＬＦ２　４号 VOLKSWAGEN VA-2

90 中条　公雄 福岡 　ＲＩＤＥＲＳ　ＧＯＬＦ３　ＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-2

91 高木　耕 熊本 　ＤＥＥ　ＳＰＯＲＴ　ＧＯＬＦ１ VOLKSWAGEN VA-2

SR-B 参加台数 14 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

92 西田　和義 熊本 　乙千幌馬車隊一書記 BMW BM-2

93 市原　浩行 福岡 　グランドスラムジラフＥ９２Ｍ３ BMW BM-1

94 犬塚　俊房 長崎 　ｅｍｚＥｕｒｏ　Ｍ３ BMW BM-1

95 上仲　成典 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＭＧ　Ｅ６０ M-BENZ

96 梅野　悠太 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＤＴＭ M-BENZ

97 井上　正寿 熊本 　エイ・エム・ジジー M-BENZ

98 吉田　好晴 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！９９６カレラ２ PORSCHE

99 貝田　勇治 長崎 　ポルシェ PORSCHE

100 白石　晃一 熊本 　ポルシェ PORSCHE

101 山内　比呂志 熊本 　Ｋ２ガレージカレラ２ PORSCHE

104 斉藤　豊 熊本 　Ｋ２ガレージ９３０ PORSCHE

105 亀山　秀一郎 福岡 　フェラーリ　モデナ FERRARI

108 宮崎　大蔵 福岡 　フェラーリ FERRARI

109 田尻　泰典 福岡 　Ｇａｌｌａｒｄｏ１８５ LAMBORGHINI

＜SPORT RUN＞


