09 HARUNACUP KARTRACE 第５戦 暫定エントリーリスト ７/１４日(火）集計中
コマー６０クラス ２２台
Ｎｏ 氏 名
チーム名
1 大畠 つくし T．S．R．T
2 大畠 一刀 T．S．R．T
3 松澤 亮佑 ハルナカートクラブ
4 水上 達也 Ａ ＳＴＹＬＥ Ｒａｃｉｎｇ
5 角田 裕毅 レンシュポルト
7 熊谷 悟
パッシングポイント
8 清水 隼斗 パッシングポイント
9 小泉 椋靖 Ｔ．ＫＢＦ
11 小暮 ひかる ルーフレーシング
13 坂入 悠斗 ＹＲＨＫ Ｓ
14 金本 瑠夏 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
15 明石 太智 ハルナカートクラブ
19 神山 僚希 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
20 比留間 雄彦 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
21 植木 慶
ハルナカートクラブ
22 高橋 啓太 Ｋ３レーシング
コルゼジャパンレーシング
23 一原 佑
コルゼジャパンレーシング
24 佐藤 蓮
25 遠藤 虎次郎コルゼジャパンレーシング
26 滝田 真之佑コルゼジャパンレーシング
27 鈴木 碧斗 Ｔ．ＫＢＦ
28 早間 琢登 Ｔ．ＫＢＦ
Ｓ－ＯＰＥＮクラス
１２台
Ｎｏ 氏 名
チーム名
2 横川 隼人 Ｔ．ＫＢＦ
4 羽生田 聡 RT-Ｒｏｗｄｙ
5 星野 伶衣 ハルナカートクラブ
6 堀内 拓哉 パッシングポイント
7 山浦 聖人 ＫＳＭ．ＣＯＭ
9 渡辺 俊輝 Ｔ＆Ｋ
10 松澤 きょうこ ハルナカートクラブ
11 大原 拓也 Ｓ－ＧＡＲＡＧＥ
14 片桐 瑞貴 RT-Ｒｏｗｄｙ
17 阿部 拓海 Ａ ＳＴＹＬＥ
22 中山 裕紀 Ｓ－ＧＡＲＡＧＥ
23 柳沢 海斗 Ｓ－ＧＡＲＡＧＥ

ミニＭＡＸ
Ｎｏ 氏 名

４台
チーム名

5 松本 和也 ＨＭＣ－Ｒａｃｉｎｇ
23 海老原 郁弥 チームＺＥＮ

PRDクラス
Ｎｏ 氏 名
1 竹花 海斗
2 大家 哲男
3 坂井 正和
10 川島 尊

４台
チーム名
ＫＳＭ．ＣＯＭ
オンザロード
オンザロード
ＫＡＷＡＳＩＭＡ

ヤマハカデットｵｰﾌﾟﾝクラス
5 渡辺 研吾 Ｔ＆Ｋ
9 溝口 誉也 Ｔ．ＫＢＦ

ヤマハSS－OPENクラス １０台
Ｎｏ 氏 名
チーム名
1 天野 翼
ガレージCアキガセ
6 峯尾 健二 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
7 山崎 洋輔 ハルナカートクラブ
10 加藤 未来 ガレージCアキガセ
11 堀川 翼
ガレージCアキガセ
13 福田 一成 チーム赤坂
17 箭本 健
チーム赤坂
19 片桐 祐貴 RT-Ｒｏｗｄｙ
23 清水 栄音 ＫＳＭ．ＣＯＭ
26 望月 翌司 ガレージCアキガセ

ハルナモータースポーツランド
Ｎｏ
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
14
15
18
21

ミニROK
１４台
氏 名
チーム名
千葉 将貴 BEMAX Racing
吉江 宏斗 BEMAX Racing
三浦 楓雅 GOTOエンジニアリング
小野寺 匠 ハルナカートクラブ
小熊 真奈人 ハルナカートクラブ
堤 洸太 BEMAX Racing
加藤 潤平 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
黒沼 聖那 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
藤原 大暉 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
小林 陽幸 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
市川 大輔 パッシングポイント
大谷 翔
Ｓ－ＧＡＲＡＧＥ
河村 聖奈 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
大崎 甲斐 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ

Ｎｏ
6
7
9
10
11
13
17
28
30
38

R M C クラス
１０台
氏 名
チーム名
朽方 武彦 チームウルフ
松本 康平 ハルナカートクラブ
佐藤 旬哉 コンバット
亀井 麻紗規 ハルナカートクラブ
斉藤 旭利 ＢＥ ＭＡＸ
斉藤 勉
サイトウジムｼｮ
久保 佳寛 チーム赤坂
イリヤ サロフ チーム赤坂
長島 大輝 ハルナカートクラブ
松本 祥人 ハルナカートクラブ

台

MAX マスターズクラス １１台
Ｎｏ 氏 名
チーム名
1 生方 潤一 OX-ｋａｎｔｏ＆ＪＭＰ
3 角田 信彰 レンシュポルト
4 巻島 宏
チーム赤坂
5 野口 忠
J TRICｗｉｔｈJ.M.P
6 田中 克幸 チーム赤坂
10 尾藤 祐志 ぶるーと
11 府川 秀夫 ミルキーハウス
15 藤原 正俊 ＳＵＰＥＲＣＨＩＰＳ
16 横堀 紀之 J TRICｗｉｔｈJ.M.P
21 高橋 広幸 チーム赤坂
98 外山 忠司 J TRICｗｉｔｈJ.M.P

J r - MAXクラス
５台
Ｎｏ 氏 名
チーム名
2 大橋 勇樹 チーム赤坂
5 笹原 右京 ハルナカートクラブ
7 河野 駿佑 Ｔ．ＫＢＦ
16 橋本 隼
チームＺＥＮ
26 河口 天斗 OX-ｋａｎｔｏ＆ＪＭＰ

※今回から初参戦の方は、ゼッケンをご用意いたします。
※全クラス 後ろタイヤの外面は、サイドボックスより出ていること。
※今回からＳ－ＯＰＥＮ,ＰＲＤ,ヤマハＳＳクラスは封印を実施しますので、ヘッドとナットに穴を施してください。

