
NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム

7777 三宅　淳詞三宅　淳詞三宅　淳詞三宅　淳詞 三重県三重県三重県三重県 Buzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　International 6666 井本　大雅井本　大雅井本　大雅井本　大雅 三重県三重県三重県三重県 TAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNING 11111111 奥村　一修奥村　一修奥村　一修奥村　一修 京都府京都府京都府京都府 KAKIE　Racing　TeamKAKIE　Racing　TeamKAKIE　Racing　TeamKAKIE　Racing　Team

8888 丹澤　慧斗丹澤　慧斗丹澤　慧斗丹澤　慧斗 山梨県山梨県山梨県山梨県 Tech　MiyazawaTech　MiyazawaTech　MiyazawaTech　Miyazawa 13131313 黒田　　颯黒田　　颯黒田　　颯黒田　　颯 三重県三重県三重県三重県 Buzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　International 16161616 津本　　匠津本　　匠津本　　匠津本　　匠 大阪府大阪府大阪府大阪府 TIGRETIGRETIGRETIGRE

11111111 米倉　英輝米倉　英輝米倉　英輝米倉　英輝 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 アキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシング 14141414 山田　杯利山田　杯利山田　杯利山田　杯利 愛知県愛知県愛知県愛知県 Buzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　International 13131313 松崎　凌平松崎　凌平松崎　凌平松崎　凌平 静岡県静岡県静岡県静岡県 フォーメーションラップフォーメーションラップフォーメーションラップフォーメーションラップ

12121212 東　　拓志東　　拓志東　　拓志東　　拓志 三重県三重県三重県三重県 INTREPID　JAPANINTREPID　JAPANINTREPID　JAPANINTREPID　JAPAN 15151515 水谷　遼太郎水谷　遼太郎水谷　遼太郎水谷　遼太郎 三重県三重県三重県三重県 シナジーリンクスシナジーリンクスシナジーリンクスシナジーリンクス 20202020 太場　康仁太場　康仁太場　康仁太場　康仁 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 コリンズコリンズコリンズコリンズ

13131313 富田　自然富田　自然富田　自然富田　自然 香川県香川県香川県香川県 Tech　MiyazawaTech　MiyazawaTech　MiyazawaTech　Miyazawa 16161616 小出　　峻小出　　峻小出　　峻小出　　峻 大阪府7大阪府7大阪府7大阪府7 NEXT－ONENEXT－ONENEXT－ONENEXT－ONE 23232323 柴山　俊哉柴山　俊哉柴山　俊哉柴山　俊哉 大阪府大阪府大阪府大阪府 ヒーローズヒーローズヒーローズヒーローズ

14141414 小林　一景小林　一景小林　一景小林　一景 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 MADーCROC　KARTINGMADーCROC　KARTINGMADーCROC　KARTINGMADーCROC　KARTING 17171717 清瀬　若菜清瀬　若菜清瀬　若菜清瀬　若菜 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 26262626 天野　尊敬天野　尊敬天野　尊敬天野　尊敬 広島県広島県広島県広島県 RT　HISTRYRT　HISTRYRT　HISTRYRT　HISTRY

16161616 廣岡　陸勢廣岡　陸勢廣岡　陸勢廣岡　陸勢 奈良県奈良県奈良県奈良県 トレンタクワトロトレンタクワトロトレンタクワトロトレンタクワトロ 18181818 塩津　佑介塩津　佑介塩津　佑介塩津　佑介 香川県香川県香川県香川県 SUCCEED　SPORTS　JrSUCCEED　SPORTS　JrSUCCEED　SPORTS　JrSUCCEED　SPORTS　Jr 27272727 小林　敬淑小林　敬淑小林　敬淑小林　敬淑 広島県広島県広島県広島県 ANT　RTANT　RTANT　RTANT　RT

17171717 佐藤　巧望佐藤　巧望佐藤　巧望佐藤　巧望 山口県山口県山口県山口県 INTREPID　JAPANINTREPID　JAPANINTREPID　JAPANINTREPID　JAPAN 19191919 上田　裕也上田　裕也上田　裕也上田　裕也 大阪府大阪府大阪府大阪府 NEXT－ONENEXT－ONENEXT－ONENEXT－ONE 28282828 藤山　隆信藤山　隆信藤山　隆信藤山　隆信 山口県山口県山口県山口県 ANT　RTANT　RTANT　RTANT　RT

18181818 上野　空良上野　空良上野　空良上野　空良 京都府京都府京都府京都府 MEIJU　racingMEIJU　racingMEIJU　racingMEIJU　racing 20202020 小石　裕也小石　裕也小石　裕也小石　裕也 長野県長野県長野県長野県 TAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNING

20202020 宮下　源都宮下　源都宮下　源都宮下　源都 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 TAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNINGTAKAGI　PLANNING 21212121 山口　登唯山口　登唯山口　登唯山口　登唯 広島県広島県広島県広島県 ツルタグループレーシングツルタグループレーシングツルタグループレーシングツルタグループレーシング

21212121 三澤　拓真三澤　拓真三澤　拓真三澤　拓真 和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 タカギ　プランニングタカギ　プランニングタカギ　プランニングタカギ　プランニング 23232323 畔柳　拓武畔柳　拓武畔柳　拓武畔柳　拓武 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 ＫＡＲＴ　KOZO　RＫＡＲＴ　KOZO　RＫＡＲＴ　KOZO　RＫＡＲＴ　KOZO　R

22222222 菊田　　悟菊田　　悟菊田　　悟菊田　　悟 福岡県福岡県福岡県福岡県 TEAM　CRESCENTTEAM　CRESCENTTEAM　CRESCENTTEAM　CRESCENT 26262626 大島　和也大島　和也大島　和也大島　和也 大阪府大阪府大阪府大阪府 ONE`S　FREEONE`S　FREEONE`S　FREEONE`S　FREE

23232323 環　　優光環　　優光環　　優光環　　優光 徳島県徳島県徳島県徳島県 シューティングスターシューティングスターシューティングスターシューティングスター 27272727 伊藤　黎明伊藤　黎明伊藤　黎明伊藤　黎明 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ

24242424 福原　　海福原　　海福原　　海福原　　海 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 28282828 原山　　怜原山　　怜原山　　怜原山　　怜 広島県広島県広島県広島県 ツルタグループレーシングツルタグループレーシングツルタグループレーシングツルタグループレーシング

26262626 山口　大樹山口　大樹山口　大樹山口　大樹 大阪府大阪府大阪府大阪府 KC　NAGAHARAKC　NAGAHARAKC　NAGAHARAKC　NAGAHARA 29292929 大谷　　忠大谷　　忠大谷　　忠大谷　　忠 広島県広島県広島県広島県 スコールスコールスコールスコール

27272727 中村　賢明中村　賢明中村　賢明中村　賢明 広島県広島県広島県広島県 トレンタクワトロトレンタクワトロトレンタクワトロトレンタクワトロ

NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム

3333 岩佐　歩夢岩佐　歩夢岩佐　歩夢岩佐　歩夢 大阪府大阪府大阪府大阪府 SカナステラEMCチームナガオSカナステラEMCチームナガオSカナステラEMCチームナガオSカナステラEMCチームナガオ 2222 松山　幸生松山　幸生松山　幸生松山　幸生 大阪府大阪府大阪府大阪府 ワールド　ワイケイ　レーシングワールド　ワイケイ　レーシングワールド　ワイケイ　レーシングワールド　ワイケイ　レーシング

4444 酒井　夢良酒井　夢良酒井　夢良酒井　夢良 愛知県愛知県愛知県愛知県 チームぶるーとチームぶるーとチームぶるーとチームぶるーと 5555 嶋田　隼人嶋田　隼人嶋田　隼人嶋田　隼人 京都府京都府京都府京都府 ぴぃたぁぱんぴぃたぁぱんぴぃたぁぱんぴぃたぁぱん

11111111 金本　きれい金本　きれい金本　きれい金本　きれい 大阪府大阪府大阪府大阪府 名阪レーシング＆OKC名阪レーシング＆OKC名阪レーシング＆OKC名阪レーシング＆OKC 8888 伊藤　琢磨伊藤　琢磨伊藤　琢磨伊藤　琢磨 三重県三重県三重県三重県 ハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブ

12121212 清水　英志郎清水　英志郎清水　英志郎清水　英志郎 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 11111111 岩田　直人岩田　直人岩田　直人岩田　直人 京都府京都府京都府京都府 ぴぃたぁぱんぴぃたぁぱんぴぃたぁぱんぴぃたぁぱん

14141414 新田　　渉新田　　渉新田　　渉新田　　渉 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 アキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシング 12121212 濱川　桂希濱川　桂希濱川　桂希濱川　桂希 奈良県奈良県奈良県奈良県 ぴぃたぁぱんぴぃたぁぱんぴぃたぁぱんぴぃたぁぱん

15151515 清水　跳馬清水　跳馬清水　跳馬清水　跳馬 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 RBペッグトップRBペッグトップRBペッグトップRBペッグトップ 14141414 平　　京介平　　京介平　　京介平　　京介 大阪府大阪府大阪府大阪府 カートサービス　ハタカートサービス　ハタカートサービス　ハタカートサービス　ハタ

16161616 津端　剣心津端　剣心津端　剣心津端　剣心 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 15151515 鎌苅　一希鎌苅　一希鎌苅　一希鎌苅　一希 大阪府大阪府大阪府大阪府 Buzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　International

18181818 佐久間　優光佐久間　優光佐久間　優光佐久間　優光 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 HIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAM 16161616 平井　勇太平井　勇太平井　勇太平井　勇太 神戸市神戸市神戸市神戸市 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ

19191919 杉本　嵩磨杉本　嵩磨杉本　嵩磨杉本　嵩磨 大阪府大阪府大阪府大阪府 トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良 18181818 佐藤　凌音佐藤　凌音佐藤　凌音佐藤　凌音 愛知県愛知県愛知県愛知県 HIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAM

20202020 藤原　　慈藤原　　慈藤原　　慈藤原　　慈 大阪府大阪府大阪府大阪府 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 19191919 大宮　賢人大宮　賢人大宮　賢人大宮　賢人 大阪府大阪府大阪府大阪府 カキエレーシングチームカキエレーシングチームカキエレーシングチームカキエレーシングチーム

21212121 橙　　侍槻橙　　侍槻橙　　侍槻橙　　侍槻 大阪府大阪府大阪府大阪府 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 21212121 藤井　一弥藤井　一弥藤井　一弥藤井　一弥 愛知県愛知県愛知県愛知県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R

23232323 三島　優輝　三島　優輝　三島　優輝　三島　優輝　 三重県三重県三重県三重県 名阪レーシング＆OKC名阪レーシング＆OKC名阪レーシング＆OKC名阪レーシング＆OKC 22222222 野村　勇斗野村　勇斗野村　勇斗野村　勇斗 愛知県愛知県愛知県愛知県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R

24242424 日吉　　太一日吉　　太一日吉　　太一日吉　　太一 福岡県福岡県福岡県福岡県 FIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　Sports 23232323 渡部　　樹渡部　　樹渡部　　樹渡部　　樹 三重県三重県三重県三重県 HIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAMHIGUCHI　RACING　TEAM

25252525 佐々木　悠翔佐々木　悠翔佐々木　悠翔佐々木　悠翔 大阪府大阪府大阪府大阪府 Buzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　International 25252525 新原　光太郎新原　光太郎新原　光太郎新原　光太郎 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ

26262626 大木　一輝大木　一輝大木　一輝大木　一輝 愛知県愛知県愛知県愛知県 Buzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　International 26262626 伊勢　和真伊勢　和真伊勢　和真伊勢　和真 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ

27272727 静谷　優佑静谷　優佑静谷　優佑静谷　優佑 三重県三重県三重県三重県 ハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブ 27272727 岩間　　翼岩間　　翼岩間　　翼岩間　　翼 愛知県愛知県愛知県愛知県 TEAM　KEIN‘STEAM　KEIN‘STEAM　KEIN‘STEAM　KEIN‘S

28282828 松崎　清悟松崎　清悟松崎　清悟松崎　清悟 大阪府大阪府大阪府大阪府 Buzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　InternationalBuzz　International

29292929 久保　斗希久保　斗希久保　斗希久保　斗希 福岡県福岡県福岡県福岡県 チームイルミトチームイルミトチームイルミトチームイルミト

30303030 平野　和弥平野　和弥平野　和弥平野　和弥 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ

31313131 山本　聖渚山本　聖渚山本　聖渚山本　聖渚 山口県山口県山口県山口県 Team　il－MitoTeam　il－MitoTeam　il－MitoTeam　il－Mito

32323232 古谷　悠河古谷　悠河古谷　悠河古谷　悠河 広島県広島県広島県広島県 レーシングチームヒストリーレーシングチームヒストリーレーシングチームヒストリーレーシングチームヒストリー

35353535 門田　翔成門田　翔成門田　翔成門田　翔成 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 コルサレーシングチームコルサレーシングチームコルサレーシングチームコルサレーシングチーム

　　地方選手権　FP－３　クラス　　地方選手権　FP－３　クラス　　地方選手権　FP－３　クラス　　地方選手権　FP－３　クラス

エントリー台数8台　　　　　

　ＦＰＪｒクラス 　ＦＰＪｒCadetsクラス

エントリー台数16台　　　　　

 ２０１５年全日本カート選手権シリーズ西地域第２戦 ２０１５年全日本カート選手権シリーズ西地域第２戦 ２０１５年全日本カート選手権シリーズ西地域第２戦 ２０１５年全日本カート選手権シリーズ西地域第２戦

   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第2戦・地方カート選手権シリーズ西地域第2戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第2戦・地方カート選手権シリーズ西地域第2戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第2戦・地方カート選手権シリーズ西地域第2戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第2戦・地方カート選手権シリーズ西地域第2戦

               ２０１５年５月１６－１７日               ２０１５年５月１６－１７日               ２０１５年５月１６－１７日               ２０１５年５月１６－１７日

   　　     IN　NAKAYAMA   　　     IN　NAKAYAMA   　　     IN　NAKAYAMA   　　     IN　NAKAYAMA

エントリー台数１６台　　　　　 エントリー台数１５台　　　　　

エントリー台数２２台　　　　　

　　全日本選手権　FS125　クラス　　全日本選手権　FS125　クラス　　全日本選手権　FS125　クラス　　全日本選手権　FS125　クラス 　　地方選手権　FS125　クラス　　地方選手権　FS125　クラス　　地方選手権　FS125　クラス　　地方選手権　FS125　クラス

出場者名簿出場者名簿出場者名簿出場者名簿


