
1 エントリーリスト
第３９回糠平湖氷上タイムトライアル

２０１７年１月２９日
糠平湖氷上コース

No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位

1 北村　清智 ＢＳＫレーシング☆レット４ＴＤ 帯広スピリットカークラブ

2 福地　公美 Ｔ－ＳＨＯＷ☆ＦＬＥＸ☆アクア 帯広スピリットカークラブ

3 渡邊　憲二 Ｔ－ＳＨＯＷ☆コルト１５Ｃ 帯広スピリットカークラブ

4 園田　茂治 Ｔ－ＳＨＯＷ☆コルトバージョンＲ 帯広スピリットカークラブ

5 矢戸　宏和 昭和５７年式チェイサーセダンＸＧ 帯広スピリットカークラブ

6 梨木　裕司 ヌタハララリースクールＶＩＴＺ 帯広スピリットカークラブ

7 大山  孝裕 ＢＳＫレーシング☆レット大山 帯広スピリットカークラブ

8 中島　敦 Ｔ－ＳＨＯＷ☆ＦＬＥＸ☆アクア 帯広スピリットカークラブ

9 佐藤　大輔 Ｔ－ＳＨＯＷ☆コルト１５Ｃ 帯広スピリットカークラブ

10 細山田　良一 Ｔ－ＳＨＯＷ☆コルトバージョンＲ 帯広スピリットカークラブ

11 阿戸　幸成 アドと雪のアモーレシビック 帯広スピリットカークラブ

12 樋口　千樹 ＢＳＫレーシング☆ＦＴ８６ 帯広スピリットカークラブ

13 滝本  久也 ＢＳＫスターレット 帯広スピリットカークラブ

14 広瀬　敏之 Ｔ－ＳＨＯＷ☆コルト１５Ｃ 帯広スピリットカークラブ

15 大広　祐司 Ｔ－ＳＨＯＷ☆コルトバージョンＲ 帯広スピリットカークラブ

16 斉藤　享一 ヌタハララリースクールＶＩＴＺ 帯広スピリットカークラブ

17 笹原  孝志 インテグラＲ 帯広スピリットカークラブ

18 阿戸　滉多 アドと雪のアモーレシビック 帯広スピリットカークラブ

19 成田  康二 ＢＳＫレーシング☆レット 帯広スピリットカークラブ

No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位

20 涌井　慎司 ランサーエボⅢ 帯広スピリットカークラブ

21 清水  寛 スカイライン 帯広スピリットカークラブ

22 柏村　信雄 Ｔ－ＳＨＯＷ☆村瀬工業ランサー 帯広スピリットカークラブ

23 吉川　直克 サポートインプレッサ２：５０ 帯広スピリットカークラブ

24 佐々木　広樹 ルート６インプレッサ 帯広スピリットカークラブ

25 横山  雄市 帯広畜産大パルサー 帯広スピリットカークラブ

26 中島　歩 ルート６インプレッサ 帯広スピリットカークラブ

27 三上　尚弥 みちのくオート尚弥ランサー 帯広スピリットカークラブ

28 山田  裕一 アクシオンランサー９ 帯広スピリットカークラブ

29 中野　俊春 ランサーエボⅢ 帯広スピリットカークラブ

30 梶　和昭 スカイライン 帯広スピリットカークラブ

31 鳴瀬　秀徳 みちのくオート鳴瀬ランサー 帯広スピリットカークラブ

32 新谷　正 みちのくオートアラヤランサー 帯広スピリットカークラブ

33 鹿内  邦宣 もちゅうる　ランサー 帯広スピリットカークラブ

34 太田　清隆 みちのくオート太田ランサー 帯広スピリットカークラブ

35 冨田  正美 アクシオン　石塚軍団　エボⅡ 帯広スピリットカークラブ

36 佐藤　春 みちのくオート春ランサー 帯広スピリットカークラブ

37 村瀬　正明 Ｔ－ＳＨＯＷ☆村瀬工業ランサー 帯広スピリットカークラブ

38 藪田　淳司 インプレッサ 帯広スピリットカークラブ

39 長内　豊 ランサーエボⅢ 帯広スピリットカークラブ

40 天羽  桂介 スカイライン 帯広スピリットカークラブ

J－１クラス
No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位

41 小谷　隆嗣 シビック 十勝ＶＩＣＩＣ

42 木村　守男 室工大レスポ☆ＮＫＬ黒ＥＰ８２ 室蘭工業大学自動車部

43 小野　静香 ＫＩＴＥ・アクションミラージュ ＭＳＣ カイト

44 白山　真司 シベリアンハスキー愛好会ＥＫ９ 十勝ＶＩＣＩＣ

45 須貝　雅天 室工大レスポ☆ＮＫＬミラージュ 室蘭工業大学自動車部

46 吉川  喜恵美 ＣＭＳＣしびっく ＣＭＳＣ帯広

47 池田　雅将 タイムスポーツシビック チームレークサイド

J－２クラス
No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位

48 中村　尚人 ミナティランサー ＴＥＡＭ  Ａ・Ｃ・Ｔ

49 宮村　智 ウルトラ７ランサー 帯広スピリットカークラブ

50 盛田　彰範 ランサーエボ８ ＳＫ  ＳＰＯＲＴＳ

51 村上　周 ノーカランドインプレッサＭＫⅡ ＢＲＡＩＮ

52 長谷川  善一 ＴＲＳ ランサーⅢ 帯広スピリットカークラブ

53 山口　善則 ランエボ７ 帯広スピリットカークラブ

54 宮崎　正士 ＡＣ山のランサー ＭＳＣ カイト

55 後藤　琢匡 アクシオンＣＳＩランサー３．５ カーサポートイン

56 山口　達也 ルート６ＨＳＯＣインプレッサ ＴＥＡＭ  Ｍ・Ｓ・Ｔ

57 天羽  佑太 ＨＳサービス小林農場ランサー９ 帯広スピリットカークラブ

58 小笠原  禎 ランサーＥＶＯ５ 帯広スピリットカークラブ

59 西村　俊希 ＣＭＳＣ道北ランサー６ ＣＭＳＣ道北

クローズド１クラス

クローズド２クラス



2 エントリーリスト
第３９回糠平湖氷上タイムトライアル

２０１７年１月２９日
糠平湖氷上コース

No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位

60 永井　秀治 ヌタハララリースクールＶＩＴＺ ＴＥＡＭ  Ａ・Ｃ・Ｔ

61 中谷　篤　 ＦＬＥＸアクア ＡＧＭＳＣ北海道

62 田丸  豪 ＰガレＧＯスイフト ＢＲＡＩＮ

63 安藝  留美子 ＳＫ　ＭＯＴＵＬ　Ｖｉｔｚ ＳＫ  ＳＰＯＲＴＳ

64 菅野  善仁 北條塾ＳＣＥＮＥ黄色いスイフト チームトータル

65 宮本　雅樹 ＴＳ－ＳＣＥＮＥ・スイフト チームナーバス

66 内藤  修一 ＤＬｉｔｚｚＳＣＥＮＥスイフト ＣＭＳＣ道北

67 小武　拓矢 シンシアＹＨワコーズＦｉｔ チームナーバス

68 左近  弘道 ＤＬ北條塾ＳＣＥＮＥスイフト チーム トータル

69 佐藤  彰純 ＹＨミナティ・スイフト ＴＥＡＭ  Ａ・Ｃ・Ｔ

70 萬  樹一朗 ＤＬ☆ＮＵＴＥＣタイムスイフト チームレークサイド

71 南出  司 ヌタハララリースクールＶＩＴＺ ＴＥＡＭ  Ａ・Ｃ・Ｔ

No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位
72 森元  茜 ルート６また空飛ぶかもシビック ＴＥＡＭ  Ｍ・Ｓ・Ｔ

73 川口　浩輝 インテグラ

74 佐久間  健司 インテグラ タイムＲ チームレークサイド

75 海野　正樹 室工大レスポ☆ＮＫＬ白シビック 室蘭工業大学自動車部

76 井馬  隆光 インテグラ ＳＫ  ＳＰＯＲＴＳ

77 菊地  真 ＤＬ北條塾ＳＣＥＮＥセリカ チーム トータル

78 今田  恭嗣 カマタスポーツインテグラ ＣＭＳＣ道北

79 川口  昭一 ＴＲＳ　ＤＬ　インテグラ ＳＫ  ＳＰＯＲＴＳ

80 星野　幹男 ＭＡＲＵＩインテグラＲ ＣＭＳＣ札幌

81 山田  将崇 ホクレンＡＩＧ√６ＤＬシビック ＴＥＡＭ  Ｍ・Ｓ・Ｔ

No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位

82 田中  光徳 テクニカルサービスシーン８６ チーム トータル

83 熊谷　和幸 ＴＳＭＣの残党ＲＸ－７ ＳＫ  ＳＰＯＲＴＳ

84 古谷  欣竹 ＭＪ・ＭＯＴＵＬ・ＢＲＺ ＭＳＣ カイト

85 和泉  泰至 ＤＬワコーズｉｔｚｚクスコ８６ ＣＭＳＣ帯広

４ＷＤ－２クラス
No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 1ﾋｰﾄ 備考 2ﾋｰﾄ 備考 Best Time 順位

86 北條  倫史 ＤＬｉｔｚｚＮＵＴＥＣランサー

87 伊藤　香織 ヌタハララリースクールランサー ＴＥＡＭ  Ａ・Ｃ・Ｔ

88 宇野　祐哉 北斗ブレイン　ＴＲＳランサーⅣ 帯広スピリットカークラブ

89 岡　直貴 ＰガレージランサーＯＫＡ チームレークサイド

90 日詰  教之 ＣＭＳＣ道北ＤＬカマタランサー ＣＭＳＣ道北

91 前寺　博篤 ＩＲＳテインＡＫＴ☆ＷＲＸ ＴＥＡＭ  Ｍ・Ｓ・Ｔ

92 板岡  史朗 ＤＹＮＡＸルート６インプレッサ ＴＥＡＭ  Ｍ・Ｓ・Ｔ

93 小谷  泰寛 もっとＣＯＯＬにランサーエボ７ 十勝ＶＩＣＩＣ

94 古沢　聖樹 ルート６インプレッサ ＴＥＡＭ  Ｍ・Ｓ・Ｔ

95 小林  茂則 ＴＲＳタイヤＰゼロランサー ＳＫ  ＳＰＯＲＴＳ

96 島部  亨 NUTEC・ＳＣＥＮＥランサー ＳＫ  ＳＰＯＲＴＳ

No. 氏    名 車        名 ク ラ ブ 名 １回目参考タイム 備考 ２回目参考タイム 備考 参考ベストタイム

97 岩田  恒廣 ＣＭＳＣルブローレンランサーⅩ ＣＭＳＣ群馬

98 哀川  翔 Ｔ－ＳＨＯＷ☆村瀬工業ランサー ＴＥＡＭ－ＳＨＯＷ

99 須藤　正人 みちのくオート須藤ランサー

100 大平  邦夫 プレジャーインプレッサ

101 前田　直春 みちのくオート前田ランサー

102 山田  善之 ランサー ＣＭＳＣ札幌

103 三上　悟 みちのくオートランサー

104 マイケル　ティー ブリッドｉｔｚｚランサー ＣＭＳＣ岐阜

105 田辺  剛 ＤＬＳＰＹ戸田ＴＲＳミラージュ 帯広スピリットカークラブ

106 岩田  賀嗣 ＣＭＳＣ☆ＹＨ☆ＬＢランサーⅩ ＣＭＳＣ群馬

107 谷田川  敏幸 ヤタガワオート　インプレッサ チーム アンダー

ＦＦ－２・４ＷＤ－１クラス

エキスパート（賞典外）参考タイム

ＲＷＤクラス

ＦＦ－１クラス
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