
'09 IMPORT CAR MEETING Rd1
82 台 オートポリス　( 天候 :　　　　コース :　　　　 ) 平成21年3月29日

走行 練習 EU1300 参加台数 5 台

区分 № 氏名 出身 参加車両名 車名

Ａ － 31 川田　淳二 福岡 　ＣＯＺＹ－ＭＩＮＩ MINI

Ａ ○ 32 黒木　賢二 福岡 　たそがれレーシングミニ MINI

Ａ － 33 松本　智史 福岡 　爆裂ネッスル）まつ MINI

Ａ － 34 田中　義浩 福岡 　爆裂ネッスル）よし MINI

Ａ － 35 渡邊　裕人 福岡 　ＴＥＡＭ兎３ヒロト MINI

走行 練習 EU1600 参加台数 4 台

区分 № 氏名 出身 参加車両名 車名

Ａ ○ 36 オレ　タケコネン 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ ＳＡＸＯ CITROEN

Ａ ○ 37 藍澤　誠治 熊本 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　１０６ PEUGEOT

Ａ ○ 38 圓尾　弘樹 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　１０６Ｓ１６ PEUGEOT

Ａ ○ 39 磯田　康弘 福岡 　トタルサクソＶＴＳ　５号車 CITROEN

走行 練習 EU2000 参加台数 7 台

区分 № 氏名 出身 参加車両名 車名

Ａ － 40 久野　道広 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　２０６ＲＣ PEUGEOT

Ａ － 41 樽見　昌史 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＡＲＡＧＯＳＴＡ　２０６ＲＣ PEUGEOT

Ａ ○ 42 重本　雅思 福岡 　ｅｍｚＥｕｒｏ　２０６Ｓ１６ PEUGEOT

Ａ ○ 43 中尾　亮太 佐賀 　ルノースポールスピダー RENAULT

Ａ － 44 岡部　信隆 福岡 　カエルゴウ　シリーズ１ LOTUS

45

Ａ － 46 溝見　友一 熊本 　（有）溝見石油ロータスエリーゼＫ LOTUS

Ａ ○ 47 緒方　恵 熊本 　ＤＥＥＳＰＯＲＴ　ＲＡＣＩＮＧ　ゴルフⅢ VOLKSWAGEN

走行 練習 EU3000 参加台数 4 台

区分 № 氏名 出身 参加車両名 車名

Ａ － 48 山本　和則 佐賀 　ｅｍｚＥｕｒｏ　ＯＨＬＩＮＳ　ＭＩＮＩ BMW

Ａ ○ 49 西田　和義 熊本 　ＭＰ２ BMW

Ａ ○ 50 脇　澄夫 熊本 　ＩＤｉｎｇ－Ｍ３ BMW

Ａ ○ 51 佐藤　充 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＢＪＸ！！ VOLKSWAGEN

走行 練習 EU-R 参加台数 13 台

区分 № 氏名 参加車両名 車名

Ｂ ○ 52 犬塚　俊房 長崎 　ｅｍｚＥｕｒｏ　Ｍ３ BMW

Ｂ ○ 53 竹内　信三 大分 　ＢＭＷ－Ｅ４６－３３２ＴＲ BMW

Ｂ ○ 54 辻岡　英明 山口 　Ｐｒｉｍｏ　Ｍｏｔｏｒ　Ｍ３Ｂ BMW

Ｂ － 55 岡原　徹 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　Ｒ３２ VOLKSWAGEN

Ｂ ○ 56 片山　和孝 熊本 　ＢＭガレージ　ＣＭＮ　Ｃ－５ CHEVROLET

Ｂ ○ 57 西東　裕城 熊本 　ケイツーポルシェ PORSCHE

Ｂ － 58 福島　健一郎 熊本 　Ｋ２ガレージ・カレラ２ PORSCHE

Ｂ － 59 江藤　智 熊本 　Ｋ２ポルシェ　９９３ PORSCHE

Ｂ － 60 河野　美純 福岡 　９９６ＧＴ－２ＣＳ PORSCHE

Ｂ － 61 河野　裕昭 熊本 　９９６　ＧＴ－３ PORSCHE

Ｂ ○ 62 ちりちり９９ 福岡 　Ｆ９－９９３カレラ PORSCHE

Ｂ － 63 大殿　純央 福岡 　Ｐ＆Ｄ　９６４　ならし中 PORSCHE

Ｂ ○ 64 志方　建 福岡 　フェラーリＦ３５５ FERRARI

走行 練習 EU-SR 参加台数 6 台

区分 № 氏名 参加車両名 車名

Ｂ ○ 65 春岡　龍男 福岡 　モデナの竜・改！ FERRARI

Ｂ ○ 66 田中　徹 福岡 　ＧＴ３のとおるちゃん PORSCHE

Ｂ ○ 67 浦田　憲一郎 大分 　０１ＧＴ３ PORSCHE

Ｂ ○ 68 有村　英一郎 福岡 　ＡＲＩポル９９３カレラ PORSCHE

Ｂ ○ 69 ｓｕｐｅｒ－ｋａｒｔ１３ 福岡 　ジラフ＆３３５ＳＫ１３ BMW

Ｂ ○ 70 北宮　崇志 福岡 　ＢｉｔｔｅＷｅｓｔ☆た～坊☆Ｍ３Ｂ BMW

走行 練習 EU-７ 参加台数 4 台

区分 № 氏名 参加車両名 車名

Ｂ ？ 71 広本　賢郎 大分 　ＷＩＮＤ　ＫＩＳＳ CATERHAM

Ｂ － 72 中村　洋一 　ガレージロングマン CATERHAM

Ｂ － 73 伊東　利浩 　ガレージロングマン CATERHAM

Ｂ － 74 杉山　吏司 　ガレージロングマン CATERHAM

総台数



SR-A 参加台数 22 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名

81 空閑　泰之 福岡 　ｄｏｋｕ＠１４５ ALFAROMEO

82 武津　新悟 福岡 　アルファ１４７ ALFAROMEO

83 前間　立士 福岡 　ＧＩＲＡＦＦＥ：ｓｔａｆｆ５ ALFAROMEO

84 絹原　寛士 熊本 　ＡＵＤＩ　Ｓ４　ＡＶＡＮＴ AUDI

85 鶴　修一郎 熊本 　なんちゃってＲＳ－ＴＫスペック AUDI

86 藤野　学 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　Ｓ３ AUDI

87 上床　正己 福岡 　ニャーS3 AUDI

88 青柳　雅紀 福岡 　ＴＷ　ＴＴ AUDI

89 佐藤　敬 福岡 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＢＪＸ　Ⅱ VOLKSWAGEN

90 本城　貴浩 福岡 　ＵＳＥＤＳＰＥＥＤ　ＧＴＩ VOLKSWAGEN

91 岩永　健一 長崎 　ＮＵＲ　ＷＥＲＫＥ　ＧＴＩ－Ｓ VOLKSWAGEN

92 北　哲郎 福岡 　鈍足Ｇ４ VOLKSWAGEN

93 岩下　哲男 福岡 　ＤＯＮＧＡＭＥＴＥＫＯ VOLKSWAGEN

94 李　忠行 福岡 　ＡＰＲ　Ｇ５Ｒ３２ VOLKSWAGEN

95 下峰　秀一郎 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！　ＧＯＬＦ２　１号 VOLKSWAGEN

96 坂井　丈 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！　ＧＯＬＦ２　２号 VOLKSWAGEN

97 古賀　直記 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！　ＡＬＦＡ１４５ ALFAROMEO

98 山崎　健司 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！　ＥＸＩＧＥ LOTUS

99 丸山　剛 福岡 　まるへエキシージ LOTUS

100 是枝　友明 鹿児島 　ゴールドリーフ　エリーゼ LOTUS

101 亀山　秀一郎 福岡 　トータスエリーゼ LOTUS

102 藤野　正礼 福岡 　かめさんクリオ RENAULT

SR-B 参加台数 17 台

№ 氏名 出身 参加車両名 車名

103 井上　正寿 熊本 　オレンジくん PORSCHE

104 YellowDevil1 長崎 　ＹｅｌｌｏｗＤｅｖｉｌポル号 PORSCHE

105 長谷川　博文 福岡 　ポルシェ PORSCHE

106 住吉　康平 福岡 　９９６カレラ４ PORSCHE

107 楠　久絵 福岡 　ボクスター PORSCHE

108 白石　晃一 熊本 　赤ターボ PORSCHE

109 山内　比呂志 熊本 　Ｋ２ガレージ　９９３ PORSCHE

110 高村　和弘 福岡 　ポルシェ　ケロヨン号 PORSCHE

111 ｏｒａｎｇｅ　ｓｍｉｌｅ 福岡 　ｏｒａｎｇｅｓｍｉｌｅ PORSCHE

112 上仲　成典 福岡 　ポルシェ PORSCHE

113 上野　純一郎 福岡 　ダバイアルカナ PORSCHE

114 大塚　克彦 大分 　アルテロッソレーシング　ＧＴ３ PORSCHE

115 橋内　浩二 福岡 　ＣＯＺＹ５００ PORSCHE

116 吉田　好晴 福岡 　ＡＣＴＩＶＥ！９９７　ＧＴ３ PORSCHE

117 山中　幸一 熊本 　みらの＠今日はバースデー BMW

118 ｋｏｒｎ 山口 　ｋｏｒｎ BMW

119 首藤　耀慶 福岡 　ＬＭＳサーブラー TVR


