
順位 ゼッケン チーム名 周回数 Best Lap メンバー名1 メンバー名2 メンバー名3 メンバー名4 メンバー名5 メンバー名6 メンバー名7 メンバー名8 メンバー名9 メンバー名10

1 28 TKL 326 42.054 平島明 梅谷茂輝 石川隼也 笠原雅暉 村上満

2 4 RTかたつむり 326 41.815 瀬川信行 安部康徳 作田龍彦 前田旭

3 1 阿波タイヤ 324 41.867 藤中学 西川裕二 西川冷次 筒井康彦

4 11 ONE-UP Racing ① 323 41.988 岩瀬崇 田村俊介 稲毛里史 納田貴志 六車竜也 亀井信人 今出千佳

5 14 REGARIA 322 41.859 三村康貴 太田勝成 宮崎哲郎 上原峻汰 竹内しゅん

6 21 AMH２号 322 42.605 定本和彦 定本誠也 定本将志 大内勲

7 25 S.K レーシング 319 41.825 早瀬亮祐 市川聖 高畠貴大 田村勇人 豊穂拓朗

8 17 プレジャープロジェクト 319 42.188 浅野治行 佐野勉 新居貴晴 石川雄介 添木祐介

9 31 Legend 319 41.670 栁和孝 岡林悠太 栗岡芳久 栗岡忠 永野勝士 西森寿希也 谷祐弥

10 18 レーシングチームじじい 318 42.638 西條稔 井筒文明 増田孝作 岡本孝史 後藤卓宏

11 29 Team　ローディ 316 42.096 鎌田統行 岸和彦 鎌田拓海 脇田陽介 本庄玖也 原田誠悟 秋山大河

12 2 アイルビーバック犬伏 315 42.816 藤原宗三 小林敏弘 福田啓次 吉崎大輔 原ヨシヒロ

13 22 AMH１号 314 42.309 猪口博之 ⾧瀬憲司 笠井治司 脇本貴則 後藤田耕三

14 8 建築士会 311 42.510 竹内祐輔 賀好義典 関口仁己 福岡健 佐藤一之 桜木晋一

15 27 ゴム･マーリー 309 42.870 勝間裕之 中岡唯夏 平田敦資 朝田剛平 山脇直輝 山口博文 福岡晃子

16 10 チーム南海 308 42.627 石本恭之 谷口昇 大黒義光 沼島夏彦 伊東則洋 山口幸子

17 13 初心者Rocing 307 43.347 河野恭徳 小川英男 篠原淳一 守山寿一

18 16 ONE-UP Racing 306 43.033 稲毛泰斗 野口幸晴 赤松龍寿 和田快征 稲毛真斗

19 3 七福神 305 43.315 守松秀晃 石田辰弥 米田迅 竹内春樹 竹内啓人 吉井啓悟　 阿部竜也

20 30 藤川自動車 302 43.129 水主秀行 近藤功 大隅征司 岡本仁志 石川卓也 アータン ロジャー

21 23 割烹千穂 301 43.818 山田有斗 藤原友那 西代智周 天野亮典 寺野雄大

22 12 merry friends 300 42.979 小川直人 ⾧船宏一 清水丈雄 木内緑 井本日菜子 大西亮

23 15 03works 297 42.583 蔭山雅弘 漆原景司 田口正和 三木尚弘 朝井景司 尾崎貴洋 畠中竜希 木村健太

24 20 うそ800馬力れーしんぐ　カート部 297 44.503 加藤大典 中田義人 米川裕士 ⾧尾有泰 米川恭平 佐藤文彦 寺川智悠

25 24 KTM香川会⾧レーシング 294 43.117 田中政己 松田健太郎 松本莉子 尾崎竜二

26 5 松島組 287 44.241 松島光作 河野健二 畦内大輔 岡田亮太 大塚顕治 高橋健飛

27 9 083works 284 43.924 赤搾千裕 赤搾真澄 岸野春奈 三木夕佳里 笠井千晶 鮎原真梨 尾崎友里 小山明日香

28 6 江田島の愉快な仲間たち 282 42.721 住田忠優 平岡勝美 住田奈緒子 武田義樹 住田聖来 小林友和 村川俊治 浜先直 猿渡大輔 小林由香里

29 7 ネクストベース 323 42.330 前川志郎 前川健太 福本洋典

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「GoGo!!カートレース」 第5戦　in 徳島カートランド　　                        令和2年12月6日

ドライバー交代回数不足


