
朋点かつ現参力脚イ小ラ仰ルノ

日令和4年4月24日　　　開催場所　門前町モータースポーツ公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オーガナイザー　スリーR

R即1k �伽． �クラス �ドライバー氏名 �参加車両名 �車両型式 �クラブ名 �heatl �����heat2 ����faSttime 

1 �3 �1 �藤田　哲也 �スチールBOX和光スイフト �HT81S �MRT一金沢 �1m42S．．＿仙 �����‾1m39享．‘0 ����1m39＿S．60 

2 �4 �1 �山本　吉男 �敦賀のおじさんデミオ �BJLFS �B＆B �－1前章S‾．25－ �����∴う．－ ��叫1 �26 �7■－11m41畠一二一2‾る 

3 �5 �1 �原口　直之 �MRT・YHフィット �GK5 �MRT－金沢 �‾1m43S一二86＿ �����－jh4．1 ���串 �1m41－S．3－3 

4 �2 �1 �松本　其 �TRDヴィッツ �NCP91 �MRT－金沢 �11¶48S．51 �����1m415．75 ����11n41S－．75 

5 �6 �1 �田中　真哉 �アクティブオートインプレッサ �GG2 �TTAS �1m5～S．82・ �����1m48S．1■4 ����■1m48S．－14 

6 �1 �1 �水口　敬介 �アクティブインプレッサワゴン �GG2 �1TAS �－1‾h595 ���2ごろ �� �1m54＿S．＿ゝ8さ ���－■＿－11n54si88 

1 �9 �2 �松岡　剛志 �Mスポーツ塩速ラブカ剛魂86 �ZN6 �A8C � �蕪 �唇 �率 �� �本ヰ ��蝮 � 一一．’一二＿佃140＿S一一12 

2 �8 �2 �高畑　智之 �ADVANフェステイクRX－8 �SE3P �TCNC �＿■■1・巾串 ��� �す � �1．．蕪阜 ��牢二二 �工1両2i・J＿2－7 

3 �7 �2 �轟　好規 �ZEAL　86 �ZN6 �SHALET �．1m・47も ���58 ��－‾‾1‾m44台．，2tI ����1‾m445．20 

1 �12 �3 �谷　弘昭 �ナオキン　TJスイフト �ZC32S �TCNC �1m39S一二19 �����1巾雷65‾．‾34 ����1m3ds．■34 

2 �13 �3 �蟹　直樹 �lRC　ミラージュ �CJ4人 �lRC �■－1－m4Os ���亨阜 �� �・偏ふk＿．i仙 ���一一一11れ36亭」48 

3 �14 �3 �中田　隆志 �アクティブFFインプレッサ �GCl �TTAS �て‾うm4＿2主 ���1亘 ��∴旬39 ���申 �・一、－11¶39i．‾88 

4 �11 �3 �西村　心平 �ADVANトラップロードスター �NB8C �R－8石川 �：・‾1h ��亭 �ヶ年 ��■．■＿‾1印40 ���≠i �1m40富．＿25 

5 �10 �3 �蟹　将秀 �lRCアスティー �CJ4A �IRC �・1－m535 ���1．7 ��11¶49 ���由 �－1＿m495■．8・3 

1 �21 �4 �和田　淳二 �アタックマコト飯金ランサー �CP9A �A［ACK �‾‾．11m33S二‾．－60 �����－1m2‾9 ���寧2 �1m2－9S＿」‘2 

2 �23 �4 �小川　浩幸 �小川自動車ガルフYHランサー �CT9A �RUNABOUT �1．m34台＿一二70 ����� �－‾＝：＿†め ��率－ �こ：＝‾1巾．30S．－34 

3 �24 �4 �長坂　和人 �THL中村インプレッサ �GC8 �KRM �‾1．■m34S、．‾．49 ����� �二‾．・1・頑 ��き≠二 �一二一妬3恥＿．57 

4 �20 �4 �高橋　正 �油息さんちのランサーⅩ �CZ4A �lRC � �1．諺　S‾一、03 ���� �守諦 ��如 �・■＿‾1m3－2S．－40 

5 �19 �4 �竹沢　軌貴 �アクティブBP☆銀インプレッサ �GC8 �TTAS �1m3毎」二62－ �����・‾－1m32 ���50 �lh525 �50 

6 �18 �4 �尾藤　公紀 �マコト飯金アタックランサー �CP9A �ATTACK �．＿1m3ねこ2享 �����一価如≦＝‾‘＿■97 ����－‾・1・m34台 �97 

7 �15 �4 �山崎　恒 �SKランサー �CT9A �TCNC � �1■．桓 �経 � �0■・ � � �� �二■．・・＿1諦5主・・・1・‾8 
王＿＿岬 ��● 

8 �22 �4 �利田　隆雄 �SKランサー �CT9A �TCNC � �極3 �ds � �さ � ���� �8・，1‾・ 二▲・＿1m亨5亭・‘阜1二＿ ����－＿で1m3号S 

9 �17 �4 �山田　哲次 �オートパーク今庄インプレッサ �GDB �URARA �・∴1‾涌9S三＿二一‾5 ����6■ �■＿‾1んi37岳ニー41 ����一二一一h37台 �ケ1 

10 �16 �4 �窪田　淳一 �BUNBUKBOON �M312S �Abroad �1m叩S．32＿ �����1－m37S．‾88二 ����－＿1m375‾‾．・88 

1 �28 �クローズド �石崎　雄一 �和合タイヤ☆インテグラ �DC2 �MSC－WAGO �－‾1m言草S ���P‾亘 �� �－lm■鱒寧＿iSi二 ���1in305＿」56 

2 �29 �クローズド �森　大士 �DL和合NUTECシビック �EK4 �MSC－WAGO �1‾h54S ���j・‘ �� �、■．‾1mき ��91－ �‾1叩31S．91 

3 �27 �クローズド �佐藤　晴朗 �あま美やADVAN208G¶ �A9C5FO3 �MRT一金沢 � �1m38i �� �4 �■＿1■h3－5 ���韓 �一寸帝5車ヰ3 

4 �25 �クローズド �野中　俊輔 �シロキヤシビック � �シロキヤ �1．高一 ��≠S � �ア �＿・・1正対 ���叩－ �一一1＿m39畠‾」40 

5 �26 �クローズド �大弥　保憲 �MRT☆GRG白山DLヴィッツ �NCP131 �MRT一金沢 �1巾44Sナ■75 �����1m41・S．58－ ����1m41‾S－．58 


