
                       関西 時間耐久選手権 第 戦 神戸          確定                 
      名     車輌       申告排気量                          

    達 甲子園    新撰組           児玉 祐二 植村 卓 藤井 隆 田場 利明

                  大道           平城 敬久      笹崎 明仁 山本 隆宏

                                    広島高潤   高橋 経広 奥村 幸四郎 奥田    千石 新也 松本 章太郎

             製作所           西窪 隆 谷 新吾 杉田 良弘 林 正樹

                                中野 博 川筋 丈徳 臼野 内藤 元 川西 孝治

                              坂本 和哉 玉谷 佳久 西 正弘

     五丁目                                福本 善之 田頭 譲二 青山 潤 畑中 佳次 岩本 秀樹

 悪玉  倶楽部             山下 浩一 下谷 邦夫    黒園 道和 東 晋一朗

           悪玉              久保田 清 柴田 成稀 長谷川 広幸    尾川

             絆           北島 幸一 播本 国久 中村 成基

                               吉井 健二 高田 吉人 中西 広一 伊藤 俊郎 佐藤 吉将

                  友利 大作 石川      中川 淳一 山本 秀次

                花下 高雄 花下 祐次 播本 武士 山本 真栄

                             三輪 貴志 船津 朝光 奥村 新

                                       金田 哲幸 出口 舞武 北野 敬 丸山 直樹 中橋 清之

                                   岡田 邦彦 野田 清和 山本 晃平 大河内 秀和

                                           飯田 憲司 山下 仁敬 川崎 靖之  和泉 邦昭

               山下 昌彦 田中 敬祐 山本 拓 高谷 祐太         

  綿毛          永井 隆史 井関 宏崇 西村  紘輔 松井 耀平

                 藤本 竜矢 岡本 聖児 鹿野 大輔 及川 高浩 井上 千恵美

                           池本 貴裕 山縣 賢一 馬場 康樹 前田 厚志 近藤 隆夫

  悶絶                         佐藤 正幸 釜田 稔也 姉尾 裕治 神田 崇

                                          小西 一磨 鈴木     橘 秀明 杉原 正英 近藤 一世

                              中尾 匡雄 今井 悠介 太田 一輝 保江 貴之

                                  小藪 将志 藤岡 光宏 西川 義人 満野 吉則

             寝屋川                       宗石 忠久 宗石 政之 赤木 紀仁 西島 正和 森 貴治

                         小松 親周 遠藤 容将 入江 貴佳 安藤 朋宙

                                             野田 明宏 三上 洋且 山口 真見 森尾 勝敏 西川 忠晴

                      藤村  英司 米田酔拳晃市 村尾軍曹弘明     痔 上原    政也

                       並川社長満男 石原親方雄大 岡本海賊道憲

                               中島 成吾 山本 智 稲垣 慶彦

      谷            黒田 竜彦 谷 洋介 森田 卓也 江藤 駿太

                 上岡 拓也 柿部 光世 西原 隆志 豊浦 智志 大谷 大輔

  梅高 徳久                          石井 敏敬 芦田 英一 藤田 隆司 水田 勇気

         太郎                   平野 義孝 平野 芳春 永井 利治 谷本 和生 青柳 秀人

                    浜田 勇人 浜田 勝利 橘 岳志 苅田 次郎

                                    黒田 明 黒田 翔太 椋田 裕貴

     達 甲子園    新撰組               白井 仁 中村 昌達 吉田 和憲 山田 学

                                   松本 太 山科 元広 宮井 進 井上 慎一

  単車工房 文屋 壮年倶楽部             長谷川 文明 山下 隆宏 安積 浩司 柳 裕

           岡田商事社内              大庭 康志 藤本 雅之 浜田 暢之 


