
'08 IMPORT CAR MEETING Rd3
129 台 オートポリス　( 天候 :　　　　コース :　　　　 )

参加台数 26 台

練習 EU1300N 参加台数 10 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 川田　淳二 福岡 　ＣＯＺＹ　ＭＩＮＩ－ＭＫⅡ MINI

○ 3 黒木　賢二 宮崎 　たそがれレーシングミニ MINI

－ 4 七田　武尚 鹿児島 　抹茶プリン　ポポ３号 MINI

－ 5 桑原　岳 佐賀 　１．３ｉチャレンジくわっち！号 MINI

－ 6 松本　智史 福岡 　爆裂ネッスル MINI

○ 7 新園　竜太 鹿児島 　鹿児島の情熱　ラクダースミニ MINI

－ 8 さかい　しょういち 福岡 　１．３ｉチャレンジ激レッド参上 MINI

－ 9 白根　新 福岡 　１．３ｉチャレンジグリーン号 MINI

－ 10 大塚　弓 福岡 　１．３ｉチャレンジまるーんみに MINI

練習 EU1300 参加台数 1 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 11 上野　和洋 鹿児島 　ガレージウエノカストロールミニ MINI

練習 EU1600N 参加台数 5 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

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

－ 13 荒川　治 熊本 　ｅｍｚＥｕｒｏ　サンデーＲ２０６ PEUGEOT

○ 14 磯田　康弘 福岡 　トタルサクソＶＴＳ　５号車 CITROEN

－ 15 工藤　健二 福岡 　Ａ＋Ａ連合プジョー１０６ PEUGEOT

－ 16 横山　秀昭 大分 　アルテロッソレーシング１０６ PEUGEOT

練習 EU2000N 参加台数 10 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 17 鍋山　孝治 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　１５６ ALFAROMEO

○ 18 林田　敦 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　１５５ ALFAROMEO AR-3

－ 19 宮野　康一 佐賀 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　１４７ ALFAROMEO

○ 20 天野　夕輝 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　２０６ＷＲＣ PEUGEOT

○ 21 樽見　昌史 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　２０６ＲＣ PEUGEOT

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

－ 23 内田　栄進 大分 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　３１８ｉｓ BMW BM-3

？ 24 古賀　大章 福岡 　クラフトガレージ　マルニ BMW

○ 25 八坂　啓之 福岡 　グランドスラムジラフ１４７ＴＳ ALFAROMEO AR-3

－ 26 平木　保寛 福岡 　アルファロメオ１４５ ALFAROMEO AR-3

総台数 平成20年9月14日

＜走行区分Ａ＞



参加台数 27 台

練習 EU1600 参加台数 4 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

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

－ 28 岩尾　雅貴 大分 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＥＮＤＬＥＳＳ　１０６ PEUGEOT

－ 29 藍澤　誠治 熊本 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１０６ PEUGEOT

○ 30 石原　秀孝 熊本 　シンバ１０６ PEUGEOT PG-2

練習 EU2000 参加台数 7 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 31 久野　道広 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　２０６ＲＣ PEUGEOT

○ 32 小林　邦彦 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　１５５ＴＳ－ＦV ALFAROMEO

○ 33 高松　学文 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＳＰＡＲＣＯ　Ｋ２１４５ ALFAROMEO

○ 34 西村　慎治 福岡 　グランドスラムジラフＡＳＲセレ ALFAROMEO

○ 35 小桜　博明 大分 　プロゼクト　ミュ　ゴルフⅢ VOLKSWAGEN

－ 36 岡部　信隆 福岡 　カエルゴウ　１１１Ｓ LOTUS

○ 37 緒方　恵 熊本 　ディーシュポルトゴルフⅢＲＳ VOLKSWAGEN

練習 EU3000N 参加台数 7 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 38 山下　基一 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１５６ ALFAROMEO

○ 39 杉　直樹 山口 　曜日師匠エリーゼ LOTUS

? 40 上野　純一郎 福岡 　ダバイ　アルカナ PORSCHE

○ 41 鮫島　光晴 熊本 　シャーク嫁ごの通勤Ｍ３Ｂ BMW

－ 42 佐藤　正弘 大分 　ビー・ブラン　カーズ☆Ｍ３Ｂ BMW

－ 43 田崎　貴英 熊本 　ＫＴガレージＭ３Ｂ BMW

－ 44 山本　和則 佐賀 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　ＭＩＮＩ BMW

練習 EU-RN 参加台数 9 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 45 中村　謙介 福岡 　ＴＳＫ１４７　ｗｉｔｈ　ｅｍｚＥｕｒｏ ALFAROMEO AR-1

○ 46 川崎　裕司 福岡 　ＭＡＮＡ　ＧＴＡ　Ｋ２スポーツ ALFAROMEO

○ 47 芦馬　義裕 福岡 　グランドスラム　ジラフ　１５６ ALFAROMEO

－ 48 上野　伸博 熊本 　９９３ PORSCHE

－ 49 奥　孝彦 福岡 　Ｍ３通勤仕様 BMW BM-1

○ 50 田中　隆博 大分 　アルテロッソレーシングＧＴ２ PORSCHE

－ 51 福島　健一郎 熊本 　Ｋ２ガレージ．カレラ２ PORSCHE

○ 52 西東　裕城 熊本 　ケイツーガレージ　ポルシェ PORSCHE

○ 53 竹内　信三 大分 　ＢＭＷ－Ｅ４６－３３２ＴＲ BMW

＜走行区分Ｂ＞



参加台数 25 台

練習 EU3000 参加台数 2 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 54 辻岡　英明 山口 　Ｐｒｉｍｏ　Ｍｏｔｏｒ　Ｍ３Ｂ BMW

－ 55 脇　澄夫 熊本 　Ｅ３６ＩＤｉｎｇ BMW

練習 ＥＵ-Ｒ 参加台数 7 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

○ 56 犬塚　俊房 長崎 　ｅｍｚＥｕｒｏ　Ｍ３ BMW BM-1

○ 57 有村　英一郎 福岡 　ＡＲＩポル＠Ｒ９９３ PORSCHE

○ 58 浦田　憲一郎 大分 　０１ＧＴ３ PORSCHE

○ 59 近藤　靖和 福岡 　９６４カップカー PORSCHE

○ 60 江本　玄 福岡 　Ｋ２　ＧＴＶ ALFAROMEO

－ 62 江藤　智 熊本 　Ｋ２　ポルシェ９９３ PORSCHE

－ 63 ちりちり９９ 福岡 　Ｆ９．ちりちりカレラ PORSCHE

練習 EU-SR 参加台数 3 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

64

○ 65 坂本　弘志 福岡 　ジラフ３３５オ～トマ最速セダン PORSCHE

○ 66 北宮　崇志 福岡 　ＢｉｔｔｅＷｅｓｔ☆た～坊☆Ｍ３Ｂ PORSCHE

－ 67 田中　徹 大阪 　ワンデイスマイルポルシェ９９６ PORSCHE

練習 ＥＵ-7 参加台数 13 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

－ 68 桑島　俊春 大分 　Ｊｍｏｄｅスーパーセブン CATERHAM

○ 69 中村　洋一 福岡 　ロングマンセブン CATERHAM

○ 70 竹田　孝 熊本 　ロングマンセブン７ CATERHAM

－ 71 坂井　美裕 熊本 　ガレージロングマン　セブン CATERHAM

－ 72 笹栗　哲也 福岡 　ガレージロングマン　セヴン CATERHAM

－ 73 杉山　吏司 佐賀 　ガレージロングマン　セブン CATERHAM

－ 74 吉田　顕史 大分 　ヨッシーミラクルセブン CATERHAM

○ 75 阿南　宏 大分 　アンレーシングシネッタ号 CATERHAM

○ 76 菊井　秀陸 福岡 　ガンバレ４AG CATERHAM

○ 77 村岡　克己 山口 　チープ４AGセブン CATERHAM

－ 78 岩本　剛 山口 　モッサンセブン CATERHAM

－ 79 松田　政士 山口 　Ｍ２松田塾セブン CATERHAM

－ 80 工藤　健二 福岡 　コージィレーシングセブン CATERHAM

＜走行区分Ｃ＞



参加台数 51 台

SR-A 参加台数 26 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

91 栗原　義彦 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＭＵＳＴＡＮＧ　ＧＴ FORD

92 松尾　広樹 佐賀 　ｅｍｚＥｕｒｏ　アルファロメオ１５６ＴＳ ALFAROMEO AR-3

93 松本　敏幸 大分 　アルファロメオ１４７ＧＴＡ ALFAROMEO AR-1

94 内田　大介 福岡 　ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ　ＧＴＶ ALFAROMEO AR-2

95 勝木 　ＡＭＧ M-BENZ

96 田中　裕之 静岡 　ＧＲ３２ＪＰ銀銀号 VOLKSWAGEN VA-2

97 李　忠行 福岡 　ＡＰＲ　Ｊａｐａｎ　Ｒ３２ VOLKSWAGEN VA-1

98 藤野　学 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-2

99 田中　敏幸 福岡 　ＡＰＲ　ＧＴＩ　３００ VOLKSWAGEN VA-1

125 今村　幸一 熊本 　ＫＴガレージＭ３Ｂ BMW

100 成清　輝三 福岡 　ＢｉｔｔｅＷｅｓｔ　Ｍ５ BMW

101 宮原　浩二 佐賀 　ＢＭＷ　Ｅ８５　２．５ BMW BM-2

102 山中　幸一 熊本 　みらの＠事で早退します BMW BM-1

103 櫻井　盟士 長崎 　ＧＳＡ　Ｅ４６　Ｍ３ BMW BM-1

104 釜付　眞一 鹿児島 　エボリューション宮崎－Ａ８ AUDI

105 鶴　修一朗 熊本 　Ａｕｄｉ　T-T- AUDI VA-1

106 絹原　寛士 熊本 　ＡＵＤＩ AUDI VA-1

107 亀山　秀一郎 福岡 　トータスエリーゼ LOTUS

108 高木　真悟 福岡 　のんびりＧＴＩ VOLKSWAGEN VA-1

109 泉　祐一郎 福岡 　ＢＭＷ　ＭＩＮＩ BMW

110 高宮城　浩 熊本 　フォルクスワーゲン　ジイテイアイ VOLKSWAGEN VA-1

111 白石　和行 福岡 　クラフトガレージｉｓ５号 BMW BM-3

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

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

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

56 犬塚　俊房 長崎 　ｅｍｚＥｕｒｏ　Ｍ３ BMW BM-1

SR-B 参加台数 25 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名 OMC

61 田中　新二 大分 　アルテロッソレーシングＧＴ３ PORSCHE

140 吉田　好晴 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！９９６カレラ２ PORSCHE

112 宮原　義登 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　９９６　カレラ PORSCHE

113 　９２８ＦＯＲＥＶＥＲ 福岡 　９２８ＦＯＲＥＶＥＲ PORSCHE

114 遠藤（弟） 　ポルシェ PORSCHE

115 高村　和弘 福岡 　ケロヨン号 PORSCHE

116 釜付　健太郎 鹿児島 　イエローポルシェ PORSCHE

117 福島　伸一 熊本 　ポルシェ　カレラ PORSCHE

118 剛村　里 福岡 　ポルシェ９９３　カレラ PORSCHE

119

120 ホオジロＵＧ 長崎 　ユーロマイスターＧＴ３ PORSCHE

121 白石　晃一 熊本 　赤ポルシェ PORSCHE

122 貝田　勇治 長崎 　ＹｅｌｌｏｗＤｅｖｉｌポル号 PORSCHE

123 桑波田　仁 鹿児島 　チーム　エボ　Ｎｏ９ PORSCHE

124 宮崎　保男 福岡 　チーム　エボ　Ｎｏ３ PORSCHE

126 山内　比呂志 熊本 　カレ２ PORSCHE

127 松本　正憲 福岡 　ランボルギーニムルシエラゴ LAMBORGHINI

128 麻生　英一 福岡 　ガヤルドＳＥ LAMBORGHINI

129 遠藤　義仁 佐賀 　ディアブロＧＴ－Ｒ LAMBORGHINI

130 藤嶋　研治 福岡 　ディアブロ６．０ LAMBORGHINI

131 佐藤　権治 大分 　ムルシエラゴ LAMBORGHINI

132 田尻　泰典 福岡 　ガヤルド　ネラ LAMBORGHINI

133 藤崎　泉 熊本 　ランボ以外 LAMBORGHINI

134 岩崎　栄司 長崎 　フェラーリ４３０スパイダー FERRARI

135 谷崎 福岡 　３６０モデナ FERRARI

136 春岡　龍男 福岡 　ワンデイスマイル３６０モデナ FERRARI

＜ＳＰＯＲＴ　ＲＵＮ＞


