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Cls. CarNO.Entrant A-Driver B-Driver C-Driver D-Driver

1 ＥＮＤＬＥＳＳ ＳＰＯＲＴＳ 青木 孝行 藤井 誠暢 山田 英二

28 PETRONAS SYNTIUM TEAM 谷口 信輝 織戸 学 吉田 広樹 Johan Adzmi

50 PETRONAS SYNTIUM TEAM Fariqe Hairruman柳田 真孝 片岡 龍也

360 Kosei･R･P with TEAM MASAOKI 長嶋 正興 松村 浩之 田中 篤 松永 まさひろ

6 シンリョウレーシングチーム 富桝 朋広 関 豊 野田 勝義 島田 和樹

11 オーリンズ・レーシング 中谷 明彦 木下 隆之 桂 伸一 菊地 靖

13 ＥＮＤＬＥＳＳ ＳＰＯＲＴＳ 峰尾 恭輔 鈴木 宏和 中村 啓 中村 信也

20 RSオガワ 阪口 良平 栗原 正之 小川 日出生 大橋 正澄

30 いとうレディースケア クリニック 伊藤 俊哉 堀田 誠 ＧＵＴＳ 城内 北野 和行

37 シーケンシャル 和田 久 砂子塾長 ＨＩＮＯＫＩ 大瀧 賢治

2 TEAM NRF 久保 宜夫 八重樫 啓太 佐藤 敦 原 鉄也

14 OKABEJIDOSHA motorsport 朝倉 貴志 山崎 学 古谷 直広 杉林 健一

15 OKABEJIDOSHA motorsport 長島 正明 Igor Sushko 小松 一臣 古田 聡

19 TEAM TAKAMIZAWA with EXTREME 高見沢 一吉 池上 慎ニ 輿水 敏明 植田 正幸

27 牧口エンジニアリング 小林 且雄 村田 信博 井上 貴志 後藤 比東至

113 ＴＯＭＥＩ ＳＰＯＲＴＳ 伊橋 勲 堤 明彦 大井 貴之 DRAGON

333 Ｍ＆Ｍ ＳＰＯＲＴ 前嶋 秀司 佐々木 雅弘 山本 すばる

18 浅野レーシングサービス 浅野 武夫 笠原 智行 水書 健司 中島 敦

22 ＡＩＲＳ ＭＯＴＯＲＳＰＯＲＴ 石川 朗 五反田 義治 福田 淳 三沢 伸輔

51 ＡＧＹ ｍｏｔｏｒ ｓｐｏｒｔｓ 井尻 薫 黒木 英春 黒木 健次 松本 玲二

69 Ｊ'Ｓ ＲＡＣＩＮＧ ＬＡＢＳ 梅本 淳一 久保田 英夫 北川 剛 佐々木 孝太

73 ＴＥＡＭ Ａ‐ＯＮＥ Takamori.com 佐藤 和徳 太田 侑弥 井上 恵一

76 Ｔｅａｍ Ｈｏｎｄａ Ａｃｃｅｓｓ 玉本 秀幸 小林 正吾 古橋 譲 伊沢 拓也

IP-4 35 NISMO 影山 正美 田中 哲也 星野 一樹

75 十勝オフィシャルネットワーク 村西 豪紀 高宮 徹 白山 真司 岩月 辰文

82 スワローレーシング 佐藤 清治 関谷 輝明 三浦 勝 関川 秀樹

83 スワローレーシング 二瓶 治彦 久保 拓也 倉島 直典 沢野 真吾

EC-2 24 eco MOTION 近藤 真彦 荒 聖治 横溝 直輝 一楽 智也
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