
コマー６０クラス　 　　　1１台 ミニROK　　　　　　１3台
Ｎｏ 名 前 チーム名 Ｎｏ 名 前 チーム名 Ｎｏ 名 前 チーム名 Ｎｏ 名 前 チーム名
1 濱田 虎之助 ＳＰＳ川口 1 小野寺 匠 ハルナカートクラブ　バイオニックジャック 2 古関 風眞 Ｇスマイル 2 角島 健斗 チーム赤坂
2 桐原 優真 パッシングポイント 2 吉江 宏斗 BEMAX　Racing 3 角田 裕毅 ＫＯＳＭＩＣ　ＲＡＣＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ 3 清水  栄音 ＫＳＭ．ＣＯＭ
3 岡村 涼太 Ａ　ＳＴＹＬＥ Racing 3 山中 秀馬 BEMAX　Racing 6 明石 太智 ハルナカートクラブ 5 金沢 力哉 チーム赤坂
4 水上 達也 Ａ　ＳＴＹＬＥ Racing 4 加地 祐一郎 スーパーチップス 7 植木 慶 ハルナカートクラブ 7 渡辺 俊輝 Ｔｅａｍ　Ｔ＆Ｋ
6 塚田 海斗 ＧＡＲＥＧＥ　ＫＡＩＴ 5 遠山 健斗 スーパーチップス 9 佐藤 蓮 フラックスモータースポーツ 15 高橋 哲太 北総ジュニアカートクラブ

7 八谷 宙周 ＧＡＲＥＧＥ　ＫＡＩＴ 6 金井 宏太 ＲＴ　ＹＲＨＫＳ 10 竹口 温大 フラックスモータースポーツ 16 中嶋 鷹 ハルナカートクラブ
8 中川 智貴 クイックレーシング 8 小林 陽幸 スーパーチップス 11 渡辺 嘉一 ＲＴ　ＹＲＨＫＳ 17 守屋 拓海 パッシングポイント
9 佐藤 樹 スーパーチップス 9 加藤 潤平 スーパーチップス 14 清水 隼斗 パッシングポイント 23 白石 優太 スピードレーシング
12 龍至 圭吾 クイックレーシング 10 神山 僚希 スーパーチップス 15 滝田 真之佑 Ｔ．ＫＢＦ 27 大滝 修一 FORZA　RKS
13 鶴岡 秀磨 Ｔ．ＫＢＦ 11 金本 瑠夏 スーパーチップス 16 野辺 旭樹 Ｔ．ＫＢＦ 56 片桐 瑞貴 RT-Ｒｏｗｄｙ
14 新井 雄貴 Ｔ．ＫＢＦ 12 熊谷 悟 パッシングポイント 17 名取 鉄平 ＲＬ－アステック 67 松浦 輝一 ＮＥＸＵＳ　ＣＯＭＰＥＴＩＯＮ

14 奥佳 慈英 ＲＴ　ＹＲＨＫＳ 18 野中 誠太 Ｔ．ＫＢＦ Ｓ－ＳＳクラス　　　　6台
15 比留間 雄彦 スーパーチップス 19 大草 りく ＭＯＭＯＸ　Ｋ・Ｒ Ｎｏ 名 前 チーム名

20 佐久間 宇宙 ＲＴ　ＹＲＨＫＳ 47 福田 一成 チーム赤坂
48 粕谷 賢一 チーム赤坂
71 中村 敏郎 ハルナカートクラブ

Ｓ－ＯＰＥＮクラス　　　　16台 J r - MAXクラス　　　１０台 R M C クラス　　　　１７台 72 吉井 順一郎 ハルナカートクラブ
Ｎｏ 名 前 チーム名 Ｎｏ 名 前 チーム名 Ｎｏ 名 前 チーム名 73 関 貴彦 FORZA　RKS
2 白崎 綾 クイックレーシング 2 横川 隼人 ＲＴ－エイペックス 1 斉藤 旭利 ＢＥ　ＭＡＸ 80 渡辺 剛冶 ＳＰＳ川口
3 坂入 悠斗 ＲＴ　ＹＲＨＫＳ 3 中島 悠吾 クイックレーシング 2 松本 祥人 ハルナカートクラブ
5 松澤 亮佑 ハルナカートクラブ 5 大崎 甲斐 スーパーチップス 5 松本 康平 ハルナカートクラブ
6 小泉 椋靖 Ｔ．ＫＢＦ 6 松本 和也 Ｋスピードウィン 6 向山 和秀 スーパーチップス
7 渡辺 研吾 Ｔｅａｍ　Ｔ＆Ｋ 7 大橋 勇樹 チーム赤坂 7 佐藤 旬哉 ＲＴ－ＣＯＭＢＡＴ Ｎｏ 名 前 チーム名
8 一原 佑 フラックスモータースポーツ 8 高柳 亮介 ＲＴワールド 8 長島 大輝 ハルナカートクラブ 1 生方 潤一 J　TRIC
9 大草 りき ＭＯＭＯＸ　Ｋ・Ｒ 9 佐藤 万離音 フラックスモータースポーツ 10 中西 武蔵 クイックレーシング 2 小野間 悦久 チーム赤坂
10 大川 仁也 ＭＯＭＯＸ　Ｋ・Ｒ 11 宮田 莉朋 ＢＲＡＩＮ　ＳＭＳ 11 島 拓海 J　TRIC 3 横堀 紀之 J　TRIC
11 安田 実紅 ガレージＣ 20 中山 裕紀 ＹＳＲ 12 細谷 智弘 J　TRIC 5 高山 浩 ハルナカートクラブ
12 福島 祐太 ＴＡＫＡＧＩ　プライニング 23 白石 優太 スピードレーシング 14 石井 悠太 チーム赤坂 6 田中 克幸 チーム赤坂
13 鎌野 宇宙 ＴＡＫＡＧＩ　プライニング 15 橋本 隼 J　TRIC 7 巻島 宏 チーム赤坂
14 帆高 嶺於 ＴＡＫＡＧＩ　プライニング パンサー　クラス　　　　9台 17 里見 乃亜 ハルナカートクラブ 8 小林 裕幸 ＲＴオビ
15 小高 一斗 ＴＡＫＡＧＩ　プライニング Ｎｏ 名 前 チーム名 18 阿部 拓馬 ガレージＣ 11 瀬尾 敏之 ﾁｰﾑWINDY
16 森田 大駿 モンズ　ＲＴ 2 酒井 宏治 ﾁｰﾑWINDY 19 田中 玲於奈 ＢＥＡＲ　ＲＣ 12 久保　　桂濱 チーム赤坂
17 福田 マシューＫＯＳＭＩＣ　ＲＴ 3 小渕 廣忠 ﾁｰﾑWINDY 25 尾崎 彰一 ＫＳＭ．ＣＯＭ 18 石澤 喜尚 シュタインレーシング

18 板垣 颯人 レイランド福島 5 新 徹夫 ﾁｰﾑWINDY 28 増田 成幸 ＢＬＩＯＬＹ．ＲＳ 27 柳田 勝久 FORZA　RKS
6 岡澤 誠 ＢＥＡＲ　ＲＣ 81 手塚 祐弥 ＢＬＩＯＬＹ．ＲＳ 29 荒井 康人 FORZA　RKS
8 松原 龍二 ﾁｰﾑWINDY 76 外山 忠司 J　TRIC
9 大橋 二三朗 ﾁｰﾑWINDY
10 舛添 憲司 ＢＥＡＲ　ＲＣ
11 田中 敏久 ＢＥＡＲ　ＲＣ
36 石井 誠 ＢＥＡＲ　ＲＣ 公式通知No１　２０１１/３/３１　ハルナモータースポーツランド大会事務局

201１ HARUNACUP KARTRACE Ｒｄ２　 エントリーリスト　４月３日　　　

Ｙ-SSクラス　　　　1１台　

MAX マスターズクラス　　１3台

ヤマハカデットOPクラス　　14台　


