
2006/07/30　WEATHER：Fine　TEMP：26℃　COURSE CONDITION：Dry / road temp： 44℃

Pos. PIC. No. クラス エントリー名 Best GAP 差 車名/車両型式 備考

1 1 51 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ ﾋﾞｰちゃん / 清水 　清 1:01.664 - - ﾛｰﾀｽ 340R / (S 音量厳守) ﾊﾞｶﾎﾞﾝ決勝

2 2 49 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ CLUB-AYC 16号車 / 高橋 英郎 1:02.522 +0.858 +0.858 ﾗﾝｻｰ7GSR / CT9A(S) ﾌﾘｰ走行３回目

3 3 53 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ i.Spec ﾗﾑｽﾞS2000 / 吉田 良信 1:02.918 +0.396 +1.254 S2000 / AP1(S) ﾊﾞｶﾎﾞﾝ決勝

4 4 48 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ ﾎｸﾊｳ１号 / 小崎 了司 1:03.034 +0.116 +1.370 ﾗﾝｴﾎﾞ8 / CT9A(S) ﾌﾘｰ走行２回目

5 5 47 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ 塚谷　守年 1:03.042 +0.008 +1.378 ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ / GC8(S) ﾌﾘｰ走行３回目

6 1 32 ﾄﾞﾗｴもん ｸﾘﾃｨｶﾙ ｽﾋﾟｰﾄﾞ壱号機 / 小野 彰彦 1:04.325 +1.283 +2.661 ﾗﾝｴﾎﾞ7 / CT9A(R) ﾌﾘｰ走行１回目

7 6 40 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ 戦艦ﾋﾛｼ丸 / 飯塚 洋司 1:04.520 +0.195 +2.856 ｼﾋﾞｯｸ / EK9(S) ﾌﾘｰ走行３回目

8 7 52 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ はたぼー / 波多野 　公 1:04.750 +0.230 +3.086 ﾄﾐｰｶｲﾗZZ / (S 音量厳守) ﾊﾞｶﾎﾞﾝ決勝

9 8 44 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ ﾁｰﾑﾌﾞﾗｼﾞﾙ with ﾃﾞｭｰｸEF9 / 反保 和博 1:04.832 +0.082 +3.168 ｼﾋﾞｯｸ / EF9(S 音量厳守) ﾌﾘｰ走行１回目

10 9 43 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ 公爵流改ｲﾝﾃ / DUKE福井 ﾍｯﾄﾞ 1:04.895 +0.063 +3.231 ｲﾝﾃｸﾞﾗ / B18C(S) ﾊﾞｶﾎﾞﾝ決勝

11 1 23 ｻｻﾞｴさん ゆっくり走ろう南条町ｾﾌﾞﾝ / 澤崎 弘孝 1:04.932 +0.037 +3.268 RX-7 / FD3S(R) ﾊﾞｶﾎﾞﾝ決勝

12 2 24 ｻｻﾞｴさん F.LAP.ｽｰﾊﾟｰﾚｽｷｭｰEG6 / 吉井 直人 1:05.863 +0.931 +4.199 ｼﾋﾞｯｸ / EG6(S 音量厳守) ﾌﾘｰ走行３回目

13 10 50 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ ｴﾎﾞ3 / 岩永 幸治 1:06.082 +0.219 +4.418 ﾗﾝｴﾎﾞ3 / CE9A(S) ﾌﾘｰ走行２回目

14 3 25 ｻｻﾞｴさん AE86最速 かかってこいや～ / 横田 　博 1:06.904 +0.822 +5.240 ﾚﾋﾞﾝ / AE86(S) ﾊﾞｶﾎﾞﾝ決勝

15 2 28 ﾄﾞﾗｴもん 白いｼﾙﾋﾞｱ / 稲葉 貴子 1:07.211 +0.307 +5.547 ｼﾙﾋﾞｱ / S14(R) ﾌﾘｰ走行３回目

16 4 13 ｻｻﾞｴさん ﾌﾟﾝﾌﾟｲ小林 / 小林 由紀夫 1:07.552 +0.341 +5.888 ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ / GC8(S) ﾄﾞﾗえもん決勝

17 11 41 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ 栗塚　雅人 1:07.669 +0.117 +6.005 ｲﾝﾃｸﾞﾗ ﾀｲﾌﾟR / DC2(S) ﾌﾘｰ走行２回目

18 3 27 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@２号 / 伊藤 浩佑 1:07.783 +0.114 +6.119 180SX / RPS13(R) ﾌﾘｰ走行３回目

19 5 19 ｻｻﾞｴさん Easy6 / 佐藤 昌宏 1:08.020 +0.237 +6.356 ｼﾋﾞｯｸ / EG6(S) ﾌﾘｰ走行３回目

20 4 26 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@１号 / 南出 和範 1:08.166 +0.146 +6.502 ｼﾙﾋﾞｱ / S14(R) ﾌﾘｰ走行１回目

21 6 14 ｻｻﾞｴさん ようさくどんどん / 山本 洋作 1:08.614 +0.448 +6.950 NSX / NA1(S) ﾄﾞﾗえもん決勝

22 12 45 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ 林 / 林　 正則 1:08.805 +0.191 +7.141 ｼﾋﾞｯｸ / EK9(S) ﾌﾘｰ走行３回目

23 1 5 ﾋﾟｶﾁｭｳ 田中でいいのか？In告告 / 田中 則行 1:09.033 +0.228 +7.369 ｼﾙﾋﾞｱ / S15(R) ﾌﾘｰ走行３回目

24 13 46 ﾊﾞｶﾎﾞﾝ ECR33kai / 林　 直人 1:09.069 +0.036 +7.405 ｽｶｲﾗｲﾝ / ECR33(S) ﾌﾘｰ走行２回目

25 5 29 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@DC2 / 小谷 智司 1:09.277 +0.208 +7.613 ｲﾝﾃｸﾞﾗ ﾀｲﾌﾟR / DC2(R) ﾄﾞﾗえもん決勝

26 7 20 ｻｻﾞｴさん のぶ丸特攻隊 / 信国 博久 1:09.409 +0.132 +7.745 ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ / GC8(R) ﾌﾘｰ走行１回目

27 2 3 ﾋﾟｶﾁｭｳ ﾁｰﾑ ﾘﾊﾞﾃｨｰMR2 / 岡　 和弘 1:09.632 +0.223 +7.968 MR2 / SW20(R) ﾌﾘｰ走行１回目

28 8 17 ｻｻﾞｴさん 森重　昌宏 1:09.754 +0.122 +8.090 ﾁｪｲｻｰ / JZX100(R) ｻｻﾞｴさん決勝

29 6 37 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@S15 / 中山 裕喜 1:10.738 +0.984 +9.074 ｼﾙﾋﾞｱ / S15(R) ﾌﾘｰ走行２回目

30 7 35 ﾄﾞﾗｴもん S2000 / 伊藤 峰秋 1:10.834 +0.096 +9.170 S2000 / AP1(R) ｻｻﾞｴさん決勝

31 9 18 ｻｻﾞｴさん 吉水　邦宏 / 吉水 邦宏 1:10.905 +0.071 +9.241 ﾗﾝｴﾎﾞ7 / CT9A(R) ｻｻﾞｴさん決勝

32 8 31 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@NAS13 / 河合 将人 1:11.330 +0.425 +9.666 ｼﾙﾋﾞｱ / PS13(R) ｻｻﾞｴさん決勝

33 9 38 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@EK9 / 中村 浩平 1:11.607 +0.277 +9.943 ｼﾋﾞｯｸ / EK9(R) ﾌﾘｰ走行３回目

34 10 30 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@S13 / 川端 俊央 1:11.777 +0.170 +10.113 ｼﾙﾋﾞｱ / S13(R) ﾌﾘｰ走行２回目

35 10 21 ｻｻﾞｴさん ﾊﾟﾝﾀﾞﾚﾋﾞﾝ / 伊藤 裕貴 1:11.870 +0.093 +10.206 ﾚﾋﾞﾝ / AE86(R) ﾌﾘｰ走行１回目

36 11 33 ﾄﾞﾗｴもん 青い奈央号 / 吉田 奈央 1:11.902 +0.032 +10.238 180SX / RPS13(R) ﾌﾘｰ走行２回目

37 11 15 ｻｻﾞｴさん 前田　　諭 1:12.600 +0.698 +10.936 ｲﾝﾃｸﾞﾗ / DC5(R) ﾌﾘｰ走行２回目

38 12 12 ｻｻﾞｴさん 宮川.J.博年 / 宮川 J　博年 1:13.078 +0.478 +11.414 ｼﾋﾞｯｸ SIR / EG6(R) ﾌﾘｰ走行２回目

39 3 2 ﾋﾟｶﾁｭｳ ｳﾞｨｯﾂRS1300 / 中村 一博 1:13.381 +0.303 +11.717 ｳﾞｨｯﾂ 1.3RS / NCP13(S) ﾌﾘｰ走行３回目

40 12 39 ﾄﾞﾗｴもん もじおﾌｧﾐﾘｰ@ﾎﾞｰﾛｽﾀｰ / 布川 涼佑 1:13.469 +0.088 +11.805 ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ / NA8C(R) ﾌﾘｰ走行２回目

41 4 9 ﾋﾟｶﾁｭｳ ｱｺｰﾄﾞ / 藪　 貴行 1:13.878 +0.409 +12.214 ｱｺｰﾄﾞ ﾕｰﾛR / CL1(R) ﾌﾘｰ走行３回目

42 5 7 ﾋﾟｶﾁｭｳ ﾘﾊﾞﾃｨｰｱﾙ / 畑　 正俊 1:13.941 +0.063 +12.277 ｱﾙﾃｯﾂｧ / SXE10(R) ﾌﾘｰ走行３回目

43 13 36 ﾄﾞﾗｴもん 玉木　和明 1:14.146 +0.205 +12.482 ｼﾋﾞｯｸ ﾀｲﾌﾟR / EP3(R) ﾌﾘｰ走行１回目

44 6 4 ﾋﾟｶﾁｭｳ 浅井　隆之 1:15.341 +1.195 +13.677 ｼﾋﾞｯｸ / EK9(R) ﾌﾘｰ走行３回目

45 13 16 ｻｻﾞｴさん ﾎｸﾊｳ２号 / 笹木 一美 1:15.509 +0.168 +13.845 ﾚﾋﾞﾝ / AE86 ﾋﾟｶﾁｭｳ決勝

46 7 11 ﾋﾟｶﾁｭｳ 下野のもんはうまいわ！Byﾏｻﾀｶ / 白川 雅崇 1:15.946 +0.437 +14.282 RX-7 / FD3S(R) ﾋﾟｶﾁｭｳ決勝

47 8 6 ﾋﾟｶﾁｭｳ 寿 / 村嶋 寿晃 1:16.431 +0.485 +14.767 ｳﾞｨｯﾂ / NCP91(R) ﾋﾟｶﾁｭｳ決勝

48 9 8 ﾋﾟｶﾁｭｳ 長谷川　敏康 1:18.242 +1.811 +16.578 ﾐﾆ / XA12(S) ﾌﾘｰ走行２回目

49 10 10 ﾋﾟｶﾁｭｳ ﾌｪﾗﾅﾝﾄﾞ.ﾉﾘﾝｿ / 山内 紀邦 1:19.086 +0.844 +17.422 ﾐﾆ / XN12A(R) ﾌﾘｰ走行１回目

50 11 1 ﾋﾟｶﾁｭｳ MINI よしだ / 吉田 悦朗 1:24.930 +5.844 +23.266 ﾐﾆ / (R) ﾋﾟｶﾁｭｳ決勝

フェローズ走行会 rd.２　リザルト


