
2018.6.3　路面：DRY

Pos No. Team Lap
Best
Lap

Member

1 30 RTかたつむり 327 41.879 瀬川 信行(58) 安部 康徳(54) 作田 龍彦(42)

2 29 AMH1号 325 42.160 近久 寛樹(27) 久保 智輝(25) 近久 誠(46) 近久 純也(22)

3 31 でんでん 324 42.014 河野 弘晶(48) 黒崎 隆史(50) 西中 崇晃(40) 山下 修一(41)

4 18 北原ﾚｰｼﾝｸﾞ 321 42.276 北原 克仁(56) 坂東 賢一(51) 藤井 義久(46) 田邉 雅博(42) 清水 宏一(51) 高畠 貴大 田邉 真輝

5 2 RE/MARK 318 42.391 田村 修士(48) 井内 恭亮(37) 村瀬 勇生(32) 熊澤 正和(48)

6 7 四国ﾄﾞﾘﾌﾄ連合会 317 42.654 藤中 学(46) 藤尾 勉(47) 北芝 倫之(38) 浮田 正明(44) 黒井 孝真(39)

7 34 ﾜﾝｱｯﾌﾟ② 316 42.423 田村 俊介(40) 岩瀬  　（41） 亀井 信人(28) 六車 竜也(39) 上村

8 28 AMH2号 314 42.366 定本 和彦(51) 定本 誠也(23) 定本 典男(21) 定本 将志(17)

9 5 ﾈｸｽﾄﾍﾞｰｽ 313 42.077 藤原 宗三(46) 犬伏 孝(43) 前川 志郎(43) 前川 健太(16) 福田 啓司(42)

10 27 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ じじぃ 1号機 312 43.271 井筒 文明(64) 増田 孝作(58) 岡 潤

11 38 ﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ じじぃ 2号機 311 43.306 後藤 卓宏(57) 岡本 孝史(56) 岡本 良介(26)

12 19 AMH3号 310 42.078 猪口 博之(49) 長瀬 憲司（43） 石田 誠(28) 田渕 真魅 ｽｽｷﾀﾞ ﾄﾓｷ 磨見 友詩

13 20 チームTR-α 310 42.413 柴田 秀紀(46) 中村 順一郎(49) 岡部 渡昭(59) 青山 秀幸(61)

14 17 Tortoises(ﾄｰﾀｽ) 308 43.100 孝富士 二郎(43) 曽良 太郎(40) 手島 智宏(38) 武市 知巳(43)

15 22 TEAM 1046(有) 広石ﾓｰﾀｰｽ 307 43.114 広石 明之(36) 藤井 裕貴(36) 福井　義典   (26) 浜川 正志(29) 山口 将司(30) 田中 竜介(37)

16 23 MAM with ﾗｲﾌｶﾝﾄﾘｰ 305 42.561 松嶌 寿文(31) 谷本 真人(40) 鈴木 雄大(29) 永野 正持(30)

17 10 六さんと愉快な仲間たち 302 42.324 六車 孝史(44) 三好 正一(41) 曽川 蓮(19) 棚上 妃那(15) 島 ひかり 小田 晃(39) 山田 昌範(25) 岩崎 修作(21) 田辺 浩一(48)

18 35 ｳｻｷﾞ 300 44.027 楠 勇人(23) 大田 清広(40) 枩田 健生(34) 小谷 樹生(22) 中島 晋太郎(26)

19 26 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 300 42.779 藤本 昌夫 佐野 博史(37) 谷川 佳史(28) 小西 久俊(36) 森本 裕樹(32) 細川 晶平(32)

20 4 TEAM ﾛｰﾃﾞｨ 300 43.429 鎌田 統行(49) 鎌田 幸子(48) 横井 信一(59) 宮本 泰典(43) 岸 和彦(53)

21 9 AMH4号 298 43.075 三崎 和弘(45) 吉田 健一(45) 河野 翔(27) ｵｵｼﾊﾞ ﾕｳｷ 大塚 雅一

22 1 チームTR-β 297 43.428 伊達 智(40) 木村 祐介(29) 樋上 浩司(42) 山下 貴也(21) 村永 憲司(33)

23 11 阿波ﾀｲﾔ 297 43.040 麻植 陸太郎(21) 西川 玲次(16) 犬伏 俊(40) 西川 翔也 阿部 拓実 鈴木 潤二 中橋 大輔 勘川 満浩

24 8 ﾒﾘｰﾌﾚﾝｽﾞ 294 43.373 木内 緑(48) 清水 文雄(46) 小川 直人(51) 水重 秀行(42) 大地 秀紀

25 3 MTR 291 43.491 河野 恭徳(48) 作田 理(45) 　 梅野 誠也(30) 野村 勇輔(28) 中村 剛(25)

26 16 ﾜﾝｱｯﾌﾟ① 291 44.355 稲毛 里史(40) 稲毛 泰斗(20) 川口 亮(20) 納田 貴志(42) 十川 知大(36)

27 14 OH！SIMA SIMA 288 43.382 川東 茂雄(44) 薮内 早緒理(32) 大藪 陸昭(53) 井上 盛之(53) 岸上 厚(49)

「 Go Go!! カートレース第１戦 」 in 徳島カートランド

※お名前の記載が違う場合がございます。ご了承ください。


