
No. Class ドライバー 車名 エントラント
14 ― 水野　大 ピースＭＳ制動屋ＶｉｔｚＧＲ  Ｎ名古屋 ピースモータースポーツ
22 ― 福本   侑大 ネッツ神戸チームネッコくんＶｉｔｚ＃２２ ネッツ神戸チームネッコくん
23 ― 迫田   善貴 ネッツ神戸チームネッコくんＶｉｔｚ＃２３ ネッツ神戸チームネッコくん
24 ― 渡植   研一郎 賀川自動車工業ＡＤＶＩＣＳヴィッツ まると賀川レーシング
32 ― 小野   裕基伸 ゆっきいレーシング２４Ｖｉｔｚ３２ 小野　裕基伸
33 ― 杉山   博紀 ネッツトヨタ岡山ネッツイン倉敷Ｖｉｔｚ ネッツトヨタ岡山レーシングチーム
38 ― 内藤   章太 ネッツ中部ＧＲＧミッドレススノコＶｉｔｚ チームミッドレス
42 ― 樺田   祐司 ピースＭＳ天頂ＳＴＦプロミューＶｉｔｚ 樺田　祐司
43 ― 森口   優樹 ネッツ神戸チームネッコくんＶｉｔｚ＃４３ ネッツ神戸チームネッコくん
51 ― 中西   由美子 ＬＡＰＳ賀川自動車μ麗央Ｖｉｔｚ まると賀川レーシング
52 ― 川瀬   武男 ＧＲＧミッドレス・フランツ・Ｖｉｔｚ チームミッドレス
71 ― 新居   秀樹 ＴＨレーシングＳＴＦヴィッツ 新居　秀樹
86 ― 桐生　清 ドンガメＡＤＶＩＣＳヴィッツ ドンガメスポーツレーシングチーム
89 ― 北野   文哉 ネッツ和歌山ＮＷ４９ＮＵＴＥＣＶｉｔｚ ネッツトヨタ和歌山ＮＷ４９
93 ― 米川   直宏 ＭＳＳらいむレーシングリベルタＶｉｔｚ 米川　直宏
98 ― 岩瀬   雅博 ネッツトヨタ京華ＹＩＣ京都ＷＭ    Ｖｉｔｚ BLOOD Sports
99 ― 大岩   浩気 ネッツトヨタ京華ＹＩＣ京都ＷＭ    Ｖｉｔｚ BLOOD Sports

108 ― 峯 　幸弘 犬印Ｎ南海ＡＤＶＩＣＳファクターＶｉｔｚ チームＩＭＳＣ
120 ― 堀内   秀也 ＧＲＧミッドレスＭＩＤＬＡＮＤＶｉｔｚ 堀内　秀也
131 ― 阪本   康二 ＬａＬａＳｗｅｅｔ／Ｎ神戸ＨＭＮヴィッツ 阪本　康二
138 ― 井村   太委智 ネッツ中部ＧＲＧミッドレススノコＶｉｔｚ チームミッドレス
155 ― 飯田　 誠 ＧＲＧミッドレス☆菱木レーシングＶｉｔｚ チームミッドレス
170 ― 山本   治樹 Ｎ福井μスマイルＶｉｔｚ１７０ ネッツフクイレーシングクラブ
191 ― 水野   泰昌 Ｎ中部ミッドレスＣＪＲ瑞浪ヴィッツ 水野　泰昌
200 ― 黒田   保男 Ｎ名古屋ＧＲガレージＶｉｔｚ ネッツトヨタ名古屋ＦＴＤ部
206 ― 木村   建登 Ｎ名古屋ＧＲガレージＶｉｔｚ ネッツトヨタ名古屋ＦＴＤ部
207 ― 濱田   俊彦 Ｚｏｎａ２０７ＲａｃｉｎｇＶｉｔｚ２０７ 濱田　俊彦
217 ― 山口   翔大 Ｚｏｎａ２０７ＲａｃｉｎｇＶｉｔｚ２１７ 山口　翔大
220 ― 鈴木   麻友 ＡＤＶＩＣＳ ａｒｔｏ  Ｖｉｔｚ 鈴木　麻友
232 ― 上杉   祥之 大森杏子レーシングリベルタＶｉｔｚ 上杉　祥之
242 ― 三澤   拓真 ＡＶＡＮＴＥＣＨ ａｒｔｏＮＣ  Ｖｉｔｚ 三澤　拓真
270 ― 水谷   大介 ＧＲＴｏｋｙｏＲａｃｉｎｇＶｉｔｚ ＧＲ Ｔｏｋｙｏ  Ｒａｃｉｎｇ
279 ― 森　昌嘉 ネッツ奈良 ＣＨＡＵＮＹ Ｖｉｔｚ ネッツ奈良CHAUNY Motor Sport
291 ― 東　昭彦 ネッツ福井ＨａｙａｔｅＶｉｔｚ ネッツフクイレーシングクラブ
303 ― 杉村   活文 ラヴィッツ・ミッドレス・エアリアル チームミッドレス
381 ― 井上   満夫 Ｎ中部ＧＲＧミッドレス杜の宮市Ｖｉｔｚ チームミッドレス
393 ― 湊　雅之 ＧＬｏｃａｌ Ｖｉｔｚ  ＮＡＧＯＹＡ 湊　雅之
405 ― 渡部   祐介 ネッツトヨタ島根レーシングＶｉｔｚ ネッツトヨタ島根レーシング
456 ― 大井   偉史 ＡＶＡＮＴＥＣＨ ａｒｔｏＮＣ  Ｖｉｔｚ 大井　偉史
459 ― 泉谷   裕則 愛媛大学病院ＭＥ機器センターＶｉｔｚ 泉谷　裕則
481 CVT 荒川   美恵子 ＧＲＧミッドレス菱木ＲＶｉｔｚＣＶＴ チームミッドレス
521 ― 辰巳　亮 Ｔａｔｓｕｍｉ－Ｔｅｃｈ・Ｖｉｔｚ 辰巳　亮
557 ― 川本   律輝 オートバックスＧ－７ＡＳヴィッツＥＤ ARTA with G7AUTOSERVICE
628 ― 松木　知 ＢＳｔｅｐラヴィッツネッツ中部ミッドレス チームミッドレス
727 CVT 三浦   康司 おうちの買い方相談室Ｖｉｔｚ   ＣＶＴ 三浦　康司
747 ― 伊藤   岳文 Ｎ名古屋ＫＲＳレイヴィッツ 伊藤　岳文
815 ― 村嶋   寿晃 村ッチＰＭＵＮ村井Ｖｉｔｚ＠テイク ネッツフクイレーシングクラブ
890 ― 橋本   達宏 ネッツ中京ＧＲガレージ小牧Ｖｉｔｚ ネッツ中京ＧＲガレージ小牧
922 ― 小林　良 アイシンＡＷ工業福岡板金μＶｉｔｚ ネッツフクイレーシングクラブ
961 ― 髙橋   和也 ＳＡＮＮＯＣＡＦＥアングルＶｉｔｚ 髙橋　和也

参加台数50台
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