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公式通知No７－1公式通知No７－1公式通知No７－1公式通知No７－1 2013年7月13日2013年7月13日2013年7月13日2013年7月13日

NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム NoNoNoNo 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム

3333 長野　大地長野　大地長野　大地長野　大地 三重県三重県三重県三重県 チームぶるーとチームぶるーとチームぶるーとチームぶるーと 11111111 澤田　真冶澤田　真冶澤田　真冶澤田　真冶 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 SPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORT

11111111 原山　　怜原山　　怜原山　　怜原山　　怜 広島県広島県広島県広島県 スコールスコールスコールスコール 12121212 神　　晴也神　　晴也神　　晴也神　　晴也 東京都東京都東京都東京都 SPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORT

13131313 村冨　　飛鳥村冨　　飛鳥村冨　　飛鳥村冨　　飛鳥 熊本県熊本県熊本県熊本県 ジョイワールド＆スリーケイパジョイワールド＆スリーケイパジョイワールド＆スリーケイパジョイワールド＆スリーケイパ 13131313 上野　空良上野　空良上野　空良上野　空良 京都府京都府京都府京都府 メイジュ　レーシングメイジュ　レーシングメイジュ　レーシングメイジュ　レーシング

14141414 中村　魁生中村　魁生中村　魁生中村　魁生 大阪府大阪府大阪府大阪府 アキランド　RTアキランド　RTアキランド　RTアキランド　RT 14141414 大川　純平大川　純平大川　純平大川　純平 大阪府大阪府大阪府大阪府 ONE　POINTONE　POINTONE　POINTONE　POINT

15151515 上村　昌史上村　昌史上村　昌史上村　昌史 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R 15151515 三宅　淳詞三宅　淳詞三宅　淳詞三宅　淳詞 三重県三重県三重県三重県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R

16161616 山内　飛侑山内　飛侑山内　飛侑山内　飛侑 愛知県愛知県愛知県愛知県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R 16161616 廣岡　陸勢廣岡　陸勢廣岡　陸勢廣岡　陸勢 奈良県奈良県奈良県奈良県 トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良

17171717 菊田　　悟菊田　　悟菊田　　悟菊田　　悟 福岡県福岡県福岡県福岡県 R・K・S　PhantomR・K・S　PhantomR・K・S　PhantomR・K・S　Phantom 17171717 山口　大樹山口　大樹山口　大樹山口　大樹 大阪府大阪府大阪府大阪府 KC　NAGAHARAKC　NAGAHARAKC　NAGAHARAKC　NAGAHARA

19191919 林　　欣司林　　欣司林　　欣司林　　欣司 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R 18181818 新田　悠森新田　悠森新田　悠森新田　悠森 愛知県愛知県愛知県愛知県 SUCCEED　SPORTS　JrSUCCEED　SPORTS　JrSUCCEED　SPORTS　JrSUCCEED　SPORTS　Jr

21212121 橋詰　拓馬橋詰　拓馬橋詰　拓馬橋詰　拓馬 福井県福井県福井県福井県 ハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブ 19191919 大澤　敦弥大澤　敦弥大澤　敦弥大澤　敦弥 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 チームひらのチームひらのチームひらのチームひらの

22222222 井上　広海井上　広海井上　広海井上　広海 滋賀県滋賀県滋賀県滋賀県 チームぶるーとチームぶるーとチームぶるーとチームぶるーと 20202020 米倉　英輝米倉　英輝米倉　英輝米倉　英輝 大阪府大阪府大阪府大阪府 アキランド　RTアキランド　RTアキランド　RTアキランド　RT

23232323 小瀬　涼也小瀬　涼也小瀬　涼也小瀬　涼也 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良 21212121 太田　格之進太田　格之進太田　格之進太田　格之進 京都府京都府京都府京都府 メイジュ　レーシングメイジュ　レーシングメイジュ　レーシングメイジュ　レーシング

24242424 石田　ジョー石田　ジョー石田　ジョー石田　ジョー 静岡県静岡県静岡県静岡県 テックミヤザワテックミヤザワテックミヤザワテックミヤザワ 22222222 中村　賢明中村　賢明中村　賢明中村　賢明 広島県広島県広島県広島県 トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良

25252525 長田　和巳長田　和巳長田　和巳長田　和巳 愛知県愛知県愛知県愛知県 チームひらのチームひらのチームひらのチームひらの 23232323 長島　大起長島　大起長島　大起長島　大起 埼玉県埼玉県埼玉県埼玉県 トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良トレンタクワトロ奈良

26262626 武田　　淳武田　　淳武田　　淳武田　　淳 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 チームひらのチームひらのチームひらのチームひらの 24242424 丹沢　慧斗丹沢　慧斗丹沢　慧斗丹沢　慧斗 山梨県山梨県山梨県山梨県 RCアステックRCアステックRCアステックRCアステック

27272727 角谷　昌紀角谷　昌紀角谷　昌紀角谷　昌紀 愛知県愛知県愛知県愛知県 EX-R　With　SKCEX-R　With　SKCEX-R　With　SKCEX-R　With　SKC 27272727 夏目　南斗夏目　南斗夏目　南斗夏目　南斗 静岡県静岡県静岡県静岡県 TEAM　ぶるーとTEAM　ぶるーとTEAM　ぶるーとTEAM　ぶるーと

NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム

11111111 坂　　裕之坂　　裕之坂　　裕之坂　　裕之 大阪府大阪府大阪府大阪府 AMS　TIGREAMS　TIGREAMS　TIGREAMS　TIGRE

14141414 大西　達也大西　達也大西　達也大西　達也 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 ジェミニカートジェミニカートジェミニカートジェミニカート

15151515 永川　悠太永川　悠太永川　悠太永川　悠太 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 WEST　24WEST　24WEST　24WEST　24

16161616 南　　竜太南　　竜太南　　竜太南　　竜太 大阪府大阪府大阪府大阪府 堺レーシング堺レーシング堺レーシング堺レーシング

17171717 丹羽　龍馬丹羽　龍馬丹羽　龍馬丹羽　龍馬 京都府京都府京都府京都府 KC　NAGAHARAKC　NAGAHARAKC　NAGAHARAKC　NAGAHARA

18181818 加藤　勇斗加藤　勇斗加藤　勇斗加藤　勇斗 愛知県愛知県愛知県愛知県 チームぶるーとチームぶるーとチームぶるーとチームぶるーと

20202020 太場　康仁太場　康仁太場　康仁太場　康仁 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 コリンズコリンズコリンズコリンズ

23232323 大島　良介大島　良介大島　良介大島　良介 大阪府大阪府大阪府大阪府 RS１WITH　アドバンスRS１WITH　アドバンスRS１WITH　アドバンスRS１WITH　アドバンス

　　全日本選手権　FS125　クラス　　全日本選手権　FS125　クラス　　全日本選手権　FS125　クラス　　全日本選手権　FS125　クラス 　　地方選手権　FS125　クラス　　地方選手権　FS125　クラス　　地方選手権　FS125　クラス　　地方選手権　FS125　クラス

エントリー台数1５台　　　　　

　　地方選手権　FPー３　クラス　　地方選手権　FPー３　クラス　　地方選手権　FPー３　クラス　　地方選手権　FPー３　クラス

エントリー台数1５台　　　　　

エントリー台数１０台　　　　　

 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦

   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦

                          ２０１３年７月２７－２８日                          ２０１３年７月２７－２８日                          ２０１３年７月２７－２８日                          ２０１３年７月２７－２８日
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公式通知No７－２公式通知No７－２公式通知No７－２公式通知No７－２ 2013年7月13日2013年7月13日2013年7月13日2013年7月13日

NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム NoNoNoNo ドライバードライバードライバードライバー 出身地出身地出身地出身地 エントラント・チームエントラント・チームエントラント・チームエントラント・チーム

12121212 冨田　自然冨田　自然冨田　自然冨田　自然 香川県香川県香川県香川県 カートクラブケントカートクラブケントカートクラブケントカートクラブケント 10101010 岩佐　歩夢岩佐　歩夢岩佐　歩夢岩佐　歩夢 大阪府大阪府大阪府大阪府 SカナステラEMCチームナガオSカナステラEMCチームナガオSカナステラEMCチームナガオSカナステラEMCチームナガオ

13131313 三澤　拓真三澤　拓真三澤　拓真三澤　拓真 和歌山県和歌山県和歌山県和歌山県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 11111111 小東　玄八小東　玄八小東　玄八小東　玄八 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオ

14141414 石川　裕也石川　裕也石川　裕也石川　裕也 大分県大分県大分県大分県 小川Racing小川Racing小川Racing小川Racing 12121212 清水　英志郎清水　英志郎清水　英志郎清水　英志郎 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオ

15151515 宮下　源都宮下　源都宮下　源都宮下　源都 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ 13131313 津端　剣心津端　剣心津端　剣心津端　剣心 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオ

16161616 竹中　　聖竹中　　聖竹中　　聖竹中　　聖 愛知県愛知県愛知県愛知県 TEAM　HIRANOTEAM　HIRANOTEAM　HIRANOTEAM　HIRANO 15151515 橙　　　侍槻橙　　　侍槻橙　　　侍槻橙　　　侍槻 大阪府大阪府大阪府大阪府 チーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオチーム　ナガオ

17171717 山田　杯利山田　杯利山田　杯利山田　杯利 愛知県愛知県愛知県愛知県 Succeed　Sports・JrSucceed　Sports・JrSucceed　Sports・JrSucceed　Sports・Jr 16161616 鎌苅　一希鎌苅　一希鎌苅　一希鎌苅　一希 大阪府大阪府大阪府大阪府 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R

18181818 皆木　駿輔皆木　駿輔皆木　駿輔皆木　駿輔 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 Succeed　Sports・JrSucceed　Sports・JrSucceed　Sports・JrSucceed　Sports・Jr 17171717 佐々木　悠翔佐々木　悠翔佐々木　悠翔佐々木　悠翔 大阪府大阪府大阪府大阪府 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R

19191919 塚田　脩海塚田　脩海塚田　脩海塚田　脩海 愛知県愛知県愛知県愛知県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R 18181818 野口　　輝野口　　輝野口　　輝野口　　輝 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 コルサレーシングチームコルサレーシングチームコルサレーシングチームコルサレーシングチーム

20202020 山口　登唯山口　登唯山口　登唯山口　登唯 広島県広島県広島県広島県 ツルタグループレーシングツルタグループレーシングツルタグループレーシングツルタグループレーシング 22222222 高口　大将高口　大将高口　大将高口　大将 愛知県愛知県愛知県愛知県 ART　GP　JAPANART　GP　JAPANART　GP　JAPANART　GP　JAPAN

21212121 井本　大雅井本　大雅井本　大雅井本　大雅 三重県三重県三重県三重県 SPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORTSPIRIT　MOTOR　SPORT 23232323 門田　翔成門田　翔成門田　翔成門田　翔成 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 コルサレーシングチームコルサレーシングチームコルサレーシングチームコルサレーシングチーム

22222222 木村　暖人木村　暖人木村　暖人木村　暖人 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県 SPIRIT－MTSSPIRIT－MTSSPIRIT－MTSSPIRIT－MTS 24242424 新田　　渉新田　　渉新田　　渉新田　　渉 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 アキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシング

23232323 環　　優光環　　優光環　　優光環　　優光 徳島県徳島県徳島県徳島県 シューティングスターシューティングスターシューティングスターシューティングスター 25252525 米倉　篤輝米倉　篤輝米倉　篤輝米倉　篤輝 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 アキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシング

24242424 塩津　佑介塩津　佑介塩津　佑介塩津　佑介 香川県香川県香川県香川県 RB　ペグトップRB　ペグトップRB　ペグトップRB　ペグトップ 27272727 伊藤　琢磨伊藤　琢磨伊藤　琢磨伊藤　琢磨 三重県三重県三重県三重県 ハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブ

25252525 川合　　翼川合　　翼川合　　翼川合　　翼 愛知県愛知県愛知県愛知県 KART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　RKART　KOZO　R 33333333 森田　真心森田　真心森田　真心森田　真心 大分県大分県大分県大分県 プロリッサモータースポーツプロリッサモータースポーツプロリッサモータースポーツプロリッサモータースポーツ

27272727 広瀬　光結広瀬　光結広瀬　光結広瀬　光結 三重県三重県三重県三重県 ハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブ 35353535 白河　瀬楠白河　瀬楠白河　瀬楠白河　瀬楠 熊本県熊本県熊本県熊本県 FIORE　MOTOR　SportsFIORE　MOTOR　SportsFIORE　MOTOR　SportsFIORE　MOTOR　Sports

29292929 奥原　颯馬奥原　颯馬奥原　颯馬奥原　颯馬 愛知県愛知県愛知県愛知県 TEAM　KEIN'STEAM　KEIN'STEAM　KEIN'STEAM　KEIN'S 36363636 坂上　真海坂上　真海坂上　真海坂上　真海 福岡県福岡県福岡県福岡県 エープロジェクト九州エープロジェクト九州エープロジェクト九州エープロジェクト九州

30303030 毛利　誠也毛利　誠也毛利　誠也毛利　誠也 福岡県福岡県福岡県福岡県 チームC,O,BチームC,O,BチームC,O,BチームC,O,B 37373737 田中　一風輝田中　一風輝田中　一風輝田中　一風輝 福岡県福岡県福岡県福岡県 プロリッサモータースポーツプロリッサモータースポーツプロリッサモータースポーツプロリッサモータースポーツ

31313131 浜久保　太一浜久保　太一浜久保　太一浜久保　太一 福岡県福岡県福岡県福岡県 PLORISSA　MSPLORISSA　MSPLORISSA　MSPLORISSA　MS 38383838 宮本　健太宮本　健太宮本　健太宮本　健太 高知県高知県高知県高知県 土佐レーシング土佐レーシング土佐レーシング土佐レーシング

32323232 鶴田　哲平鶴田　哲平鶴田　哲平鶴田　哲平 三重県三重県三重県三重県 ART　GP　JAPANART　GP　JAPANART　GP　JAPANART　GP　JAPAN 39393939 山本　聖渚山本　聖渚山本　聖渚山本　聖渚 山口県山口県山口県山口県 エープロジェクト九州エープロジェクト九州エープロジェクト九州エープロジェクト九州

33333333 親川　謙心親川　謙心親川　謙心親川　謙心 大阪府大阪府大阪府大阪府 TIGRETIGRETIGRETIGRE 40404040 空閑　　颯空閑　　颯空閑　　颯空閑　　颯 福岡県福岡県福岡県福岡県 エープロジェクト九州エープロジェクト九州エープロジェクト九州エープロジェクト九州

34343434 森山　　空森山　　空森山　　空森山　　空 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 アキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシングアキランドレーシング 43434343 清水　跳馬清水　跳馬清水　跳馬清水　跳馬 愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県 RBペグトップRBペグトップRBペグトップRBペグトップ

35353535 林　　光太郎林　　光太郎林　　光太郎林　　光太郎 山口県山口県山口県山口県 INTREPID　JAPAN　CORSEINTREPID　JAPAN　CORSEINTREPID　JAPAN　CORSEINTREPID　JAPAN　CORSE

38383838 川瀬　貴裕川瀬　貴裕川瀬　貴裕川瀬　貴裕 愛知県愛知県愛知県愛知県 チーム　ぶるーとチーム　ぶるーとチーム　ぶるーとチーム　ぶるーと

39393939 水谷　遼太郎水谷　遼太郎水谷　遼太郎水谷　遼太郎 三重県三重県三重県三重県 TEAM　KEIN'STEAM　KEIN'STEAM　KEIN'STEAM　KEIN'S

41414141 辻本　始温辻本　始温辻本　始温辻本　始温 三重県三重県三重県三重県 TEAM　KEIN'STEAM　KEIN'STEAM　KEIN'STEAM　KEIN'S

42424242 伊東　黎明伊東　黎明伊東　黎明伊東　黎明 兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県 チームナガオチームナガオチームナガオチームナガオ

44444444 佐藤　巧望佐藤　巧望佐藤　巧望佐藤　巧望 山口県山口県山口県山口県 FIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　Sports

45454545 柳本　　直柳本　　直柳本　　直柳本　　直 山口県山口県山口県山口県 FIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　Sports

46464646 日吉　太一日吉　太一日吉　太一日吉　太一 福岡県福岡県福岡県福岡県 FIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　SportsFIORE　Motor　Sports

47474747 岩田　啓佑岩田　啓佑岩田　啓佑岩田　啓佑 岐阜県岐阜県岐阜県岐阜県 ハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブハラダカートクラブ

エントリー台数２１台　　　　　エントリー台数３０台　　　　　

 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦 ２０１３年全日本カート選手権シリーズ西地域第４戦

   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦   ジュニアカート選手権シリーズ西地域第４戦・地方カート選手権シリーズ西地域第４戦

                          ２０１３年７月２７－２８日                          ２０１３年７月２７－２８日                          ２０１３年７月２７－２８日                          ２０１３年７月２７－２８日

　ＦＰＪｒクラス 　ＦＰＪｒCadetsクラス


