
ＴＡＧラリー２０１０　エントラントリスト

ゼッケン クラス ﾎﾟｲﾝﾄ Ｄｒ Ｎｖ 参加車両名 車名 型式

1 東日本　3 24 石崎　秀雄 三谷　良一 ﾌｪｲｽｸﾗﾌﾄGDB ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GDB

2 東日本　3 23 富沢  浩明 宮城  孝仁 ﾊﾟｯｸｱｰﾙ☆☆☆ﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ

3 東日本　3 19 田近　研一郎 馬場　雄一 AZULﾄﾞﾘｰﾏｰ ﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CT9A

4 東日本　3 6 宮崎　克巳 石澤　裕子 ｻｶｲTSはと車ﾗﾝｻｰ8 三菱　ﾗﾝｻｰ CT9A

5 東日本　3 6 高木  啓一郎 大野　靖春 ｺﾝﾍﾟ 鳥芳 ﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CP9A

6 東日本　3 3 竹内　源樹 菅野　総一郎 ﾒｰﾌﾟﾙｽﾎﾟｰﾂｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GDB

7 東日本　3 堀江　正敏 川西　晴雄 買取本舗ろいやるDLﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CT9A

8 東日本　2 20 依田　久 鷹野　啓司 ﾘｱﾙﾃｯｸ国母ARMSｲﾝﾃ ﾎﾝﾀﾞ ｲﾝﾃｸﾞﾗ DC2

9 東日本　2 10 池内　しょうじ 平内　弘毅 BF-ACTION・ｼﾋﾞｯｸ2 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾋﾞｯｸ EG6

10 東日本　2 藤田　幸弘 藤田　彩子 BRIG吉田工房EP2010 ﾄﾖﾀ ｽﾀｰﾚｯﾄ EP91

11 東日本　2 上原　利宏 郷右近　孝雄 BF-ACTION・ｼﾋﾞｯｸ ﾎﾝﾀﾞ ｼﾋﾞｯｸ EK9

12 東日本　2 関　弘明 森田　重夫 ﾏﾂﾀﾞ ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ NA8C

13 東日本　1 20 川名　賢 近藤　喜弘 ｳﾞｨｯﾂ of ﾀｸﾐｸﾗﾌﾄ ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ NCP13

14 東日本　1 岩波　敏樹 山岸　佑也 ｺﾝﾍﾟｳﾞｨｯﾂ ｲﾜﾅﾐ ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ NCP91

15 群馬戦 C 58 田村　哲也 中島　優 ﾌﾟﾚｰﾝｽﾉｺﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CP9A

16 群馬戦 C 31 原  靖治 松下  敏之 ＦＴＳ・SUBARUｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GC8

17 群馬戦 C 23 原田　直人 勝又　貴雄 ﾌﾞﾙｰｶﾞﾚｰｼﾞｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GC8

18 群馬戦 C 12 浜田　康明 白水　順一 ﾊﾟｯｸｱｰﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GDB

19 群馬戦 C 6 津久井　卓也 高橋　巧 ﾊﾟｯｸｱｰﾙ ﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CP9A

20 群馬戦 C 4 大橋  正典 大田  悟 ﾌｧｲﾅﾘｽﾄﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CP9A

21 群馬戦 C 3 名越　まゆみ 黒岩　満好 ｽﾊﾞﾙｲﾝﾌﾟﾚｯｻGDB ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GDB

22 群馬戦 C 井田  憲蔵 谷  賢治 SONIC☆ﾗﾝｻｰR 三菱　ﾗﾝｻｰ CP9A

23 群馬戦 C 大桃　大意　 森　公聖 ﾌﾞﾘｯｸﾞ．ﾄﾀﾙ．ﾗﾝﾋﾟｰGDB ｽﾊﾞﾙ ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ GDB

24 群馬戦 C 権田  哲也 権田  千晴 ｽﾎﾟﾙﾃｯｸ♪ｶﾒｽﾞﾗﾝｻｰ2 三菱　ﾗﾝｻｰ CE9A

25 群馬戦 C 福島  恒 安達  博俊 ｸﾘﾝﾋﾞｭｰﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CT9A

26 群馬戦 C 津田　宗一郎 松浦　一也 ｺﾝﾍﾟ ☆ﾍﾎﾞ5 三菱　ﾗﾝｻｰ CP9A

27 群馬戦 C 永由  元人 馬場  裕之 ADVAN ﾃﾝﾀﾞｰ ﾗﾝｻｰ 三菱　ﾗﾝｻｰ CT9A

28 群馬戦 B 33 大川　学 山田　真記子 OWH96ｲﾝﾃ ﾎﾝﾀﾞ ｲﾝﾃｸﾞﾗ DC2

29 群馬戦 B 30 佐藤  孝太 香川  晴紀 ｼｬﾌﾄBRIGｲﾝﾃｸﾞﾗ ﾎﾝﾀﾞ ｲﾝﾃｸﾞﾗ DC2

30 群馬戦 B 3 狩野  稔 依田  勇夫 S-DRIVEｽﾀｰﾚｯﾄ ﾄﾖﾀ ｽﾀｰﾚｯﾄ EP82

31 群馬戦 B 木下　聡 丸山　剛史 BF-ACTION ﾚﾋﾞﾝ ﾄﾖﾀ ｶﾛｰﾗﾚﾋﾞﾝ AE111

32 群馬戦 B 二木  誠二 小林  泰次 ｱｯｽﾙ☆EK9 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾋﾞｯｸ EK9

33 群馬戦 B 加治　秀一 佐瀬　拓野 BF-ACTION ｲﾝﾃｸﾞﾗ ﾎﾝﾀﾞ ｲﾝﾃｸﾞﾗ DC2

34 群馬戦 B 青木  浩一 徳永  光弘 ｱｯｽﾙﾀﾞｰﾃｨｰEK9 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾋﾞｯｸ EK9

35 群馬戦 B 和田　早永 榎本　雄一 ｺﾝﾍﾟ  ﾋﾙｽﾞ206号車 三菱　ﾐﾗｰｼﾞｭ CJ4A

36 群馬戦 B 中沢　貢 のび太 ぐっさんのび太のﾐﾗｰｼﾞｭ 三菱　ﾐﾗｰｼﾞｭ CJ4A

37 群馬戦 A 44 遠藤  政幸 藤波  誠一 BRIGｼｬﾌﾄﾃﾞﾐｵ15C ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾞﾐｵ15C DE5FS

38 群馬戦 A 33 伊藤　隆晃 田中　翼 ｱｯｽﾙへっぽこｳﾞｨｯﾂ ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ NCP13

39 群馬戦 A 32 森岡　大次郎 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾃｨ GA2

40 群馬戦 A 12 岡本　雄一郎 星野　暁 DIXCELくれさかｳﾞｨｳﾞｨｵ ｽﾊﾞﾙ ｳﾞｨｳﾞｨｵ KK4

41 群馬戦 A 10 米田  隆弘 本木  哲雄 ｵｰﾄｶﾞﾚｰｼﾞ ｼﾐｽﾞ ｱﾙﾄ ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾜｰｸｽ HA22S

42 群馬戦 A 中村  平祐 中村  祐太 ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞｳﾞｨｯﾂｷｯﾄ ﾄﾖﾀ ｳﾞｨｯﾂ NCP13
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