
【05CMSC全国大会】 
 

全国大会ジムカーナ競技、エントリーリスト発表!! 

 

 

 

 

2005年8月25日

８月２７日（土）福島県二本松市の東北サファリパーク内にあるエビスサーキットにて開催され
る'05CMSC全国大会ジムカーナ競技のエントリーリストを発表します。本部・支部（家族含む）・ゲスト
をあわせ２３０人が参加予定。ジムカーナには９０人が参加（各支部最大８人に制限しましたので）とな
っています。 

≪クラス１≫ １３名

No. 名前 ふりがな 支部 車名 形式 重複

1 小坂 和也 こさか かずや 長野 ＴＦ八戸ミラージュＮｏ２ CJ4A B

2 横川 紀仁 よこがわ のりひと 仙台 ＣＭＳＣ仙台ミラージュアスティ CJ4A  

3 濱田 真也 はまだ しんや 島根 ＣＭＳＣ島根ミラージュ CJ4A C

4 堅田 一也 かただ かずや 青森 ワコーズＢＭＫノボル ミラージュ  A

5 鎌田 潤一 かまた じゅんいち 仙台 ＣＭＳＣ仙台おんぼろミラージュ CA4A  

6 金田一 聡 きんだいち さとる 長野 ＴＦ八戸ミラージュＮｏ１ CJ4A B

7 神谷 知宏 かみや ともひろ 愛知 ＬＥＤミラージュ ＣＭＳＣ CJ4A  

8 工藤 昇 くどう のぼる 青森 ＢＭＫオメガＣＭＳＣミラージュ  A

9 神田 昌明 かんだ まさあき 島根 ＣＭＳＣ島根カンチのミラージュ CJ4A C

10 赤間 勝 あかま まさる 仙台 ＣＭＳＣ仙台テインミラージュ CJ4A  

11 上野 陽志夫 うえの よしお 長野 トップフィールドＦＴＯ DE3A  

12 伊藤 竜之 いとう たつゆき 青森 のぼＤＯ！！ミラージュ ＢＭＫ  A

13 原 和正 はら かずまさ 島根 ２車合体サイボーグ？ミラージュ CJ4A C

≪クラス２≫ ２０名

No. 名前 ふりがな 支部 車名 形式 重複

21 川村 元 かわむら はじめ 岩手 ＲＳ藤岡オメガＭＴＭランサー  A

22 辰巳 圭介 たつみ けいすけ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ軍団 CT9A  

23 小山 俊哉 おやま としや 埼玉 ランサー エボ９ CT9A  

24 原 裕二 はら ゆうじ 岐阜 久しぶりランサー CP9A  

25 今野 建 こんの けん 座間 コルトスピードＣＭＳＣランサー CE9A  

26 葛西 満 かさい みつる 青森 ＣＰ弘前ワコーズＢＭＫランサー  Ｄ

27 玉熊 孝次 たまくま こうじ 岩手 トーコーオメガかりものランサー  A

28 須田 行雄 すだ ゆきお 福島 Ｓマジック須田ＤＬランサー CT9A Ｃ1

29 高松 徳和 たかまつ のりかず 栃木 ＣＭＳＣターマックプロランサー CT9A  

30 浅沼 賢志 あさぬま けんじ 岩手 ＣＭＳＣ岩手 ＲＡ ランサー   

31 飯田 和夫 いいだ かずお 愛知 ＣＭＳＣモンスターランサーエボ CT9A B

32 下山 功太 しもやま こうた 青森 ＣＭＳＣ青森 ＢＭＫランサー  Ｄ

33 千葉 直史 ちば 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ７ CT9A  

34 斉藤 幸二 さいとう こうじ 福島 ＳマジックＤＬランサーＣＭＳＣ CT9A Ｃ2

35 大井 こずゑ おおい こずえ 群馬 ＣＭＳＣこずゑランサー CT9A  

36 石井 宏和 いしい ひろかず 座間 ＴＫＦＣＭＳＣ座間栗原ランサー CE9A  

37 北島 広実 きたじま ひろみ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ軍団 CT9A  

38 荒井 信介 あらい しんすけ 群馬 ＣＭＳＣクスコランサーＭＲ CT9A  

39 中村 友也 なかむら ともや 愛知 ＣＭＳＣ 飯田君のランサーエボ CT9A B

40 吉野 正則 よしの まさのり 愛知 ＣＭＳＣ ＡＺＵＲ ランサー CT9A  

≪クラス３≫ １０名
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No. 名前 ふりがな 支部 車名 形式 重複

41 東海林 達郎 しょうじ たつお 福島 モウルランサー CT9A A1

42 中田 由彦 なかだ よしひこ 茨城 ＣＭＳＣ茨城リベロ２号 CD5W B

43 井上 正治 いのうえ しょうじ 栃木 ＣＭＳＣ栃木Ｔプロランサー CA9A  

44 遠藤 義広 えんどう よしひろ 栃木 ＣＭＳＣダッカムスＴＰランサー CN9A  

45 田中 剛 たなか つよし 栃木 栃木三菱ダッカムスＴＰランサー CN9A  

46 村田 信博 むらた のぶひろ 栃木 エンドレスアドバンランサー CN9A  

47 東海林 哲郎 しょうじ てつお 福島 モウルランサー CT9A A2

48 額賀 誠史 ぬかが さとし 茨城 ＣＭＳＣ茨城リベロ１号 CD5W B

49 下谷 光俊 したや みつとし 栃木 ＣＭＳＣ栃木ランサー CA9A  

50 三枝 光博 みえだ みつひろ 岐阜 エム・ツーファクトリーランサー CP9A  

≪クラス４≫ ８名

No. 名前 ふりがな 支部 車名 形式 重複

61 入山 宰二 いりやま さいじ 座間 コルト  A

62 喜多 秀典 きた ひでのり 本部 コルトラリーアート  Ｃ

63 友野 智 ともの さとし 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ軍団 CT9A D

64 川口 法行 かわぐち のりゆき 栃木 ＣＭＳＣ栃木 デボネア S11A  

65 小湊 春幸 こみなと はるゆき 本部 コルトラリーアート  Ｃ

66 佐藤 知紀 さとう とものり 座間 コルト  A

67 平塚 忠博 ひらつか ただひろ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ軍団 CT9A D

68 味戸 厚二 あじと こうじ 本部 コルトラリーアート  Ｃ

≪レディースクラス≫ ８名

No. 名前 ふりがな 支部 車名 形式 重複

71 木下 里香 きのした りか 座間 コルトスピードＣＭＳＣコルト  B

72 越智 祐子 おち ゆうこ 本部 コルトラリーアート  A

73 荒井 里美 あらい さとみ 群馬 ＣＭＳＣさとみランサー CT9A  

74 岩田 友理子 いわた ゆりこ 群馬 ＣＭＳＣゆりこランサー CT9A  

75 赤木 陽子 あかぎ ようこ 本部 ランサー   

76 橋本 祥代 はしもと さちよ 座間 コルトスピードＣＭＳＣコルト  B

77 小出 久美子 こいで くみこ 座間 コルトラリーアート  A

78 赤松 裕子 あかまつ ゆうこ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ軍団 CT9A  

≪ダート・ラリー１クラス≫ １１名

No. 名前 ふりがな 支部 車名 形式 重複

81 野畑 泰博 のはた やすひろ 長野 ＴＦ・ミラージュ ＣＭＳＣ CA4A B

82 外崎 祐樹 とのさき ゆうき 青森 エツカワミラージュ借り物号  A

83 田中 克紀 たなか かつのり 仙台 ＣＭＳＣ仙台ミラージュのろま CC4A  

84 宍戸 洋一 ししど よういち 福島 お！何！ーミラージュ CA4A  

85 高地 猛 こうち たけし 長野 トップフィールド長野ミラージュ CA4A B

86 斉藤 幸司 さいとう こうじ 青森 おお～借りますミラージュ  A

87 栗本 岳明 くりもと たけあき 茨城 ＣＭＳＣ茨城くりもとミラージュ   

88 佐藤 善彦 さとう よしひこ 福島 ＣＭＳＣ福島ミラージュ CC4A  

89 伊藤 学史 いとう みちひと 長野 ＴＦ・ミラージュ CA4A B

90 越川 善正 えつかわ よしまさ 青森 ＢＭＫ太洋自動車ミラージュ  A

91 山野 光司 やまの こうじ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ軍団パート CJ4A  

≪ダート・ラリー２クラス≫ ２０名

No. 名前 ふりがな 支部 車名 形式 重複

101 伊藤 大基 いとう だいき 岩手 ＣＭＳＣ岩手肉体倶楽部ランサー CP9A  

102 菅野 慎也 かんの しんや 福島 ＣＭＳＣ福島菅野技研ランサー CD9A  

103 高橋 直岐 たかはし なおき 仙台 ＣＭＳＣ仙台ミスコースランサー CE9A B

104 花岡 悟 はなおか さとる 埼玉 ランサー エボ９ CT9A D
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ラリーアートトップページに戻る ｜CMSCトップに戻る 

105 中里 俊洋 なかさと としひろ 茨城 ＣＭＳＣ茨城なかさとランサー   

106 藤澤 祥久 ふじさわ よしひさ 岩手 Ω☆ＣＭＳＣ岩手☆ランサー CN9A  

107 岩田 賀嗣 いわた よしつぐ 群馬 ＣＭＳＣルブローレンランサー９ CT9A C

108 佐藤 一彦 さとう かずひこ 埼玉 ランサー エボIX CT9A D

109 小野 匡意 おの ただおき 仙台 ＣＭＳＣ仙台ランサーエボII CE9A B

110 三木 智広 みき ともひろ 座間 コルトスピードＣＭＳＣランサー CE9A  

111 濱道 寿幸 はまみち としゆき 岩手 ＣＭＳＣ林道記萌え萌えランサー CT9A A

112 北爪 敏 きたづめ さとし 群馬 ＣＭＳＣ群馬ノースランサー CP9A  

113 岩田 恒廣 いわた つねひろ 群馬 ＣＭＳＣ群馬三菱ランサーＩＸ CT9A C

114 斎藤 利一 さいとう としかず 埼玉 ランサー エボ９ CT9A D

115 後藤 英隆 ごとう ひでたか 福島 まだまだ走れるうさぎ年ランサー CP9A  

116 光井 太平 みつい たいへい 岩手 カーメイク二戸ＣＭＳＣランサー CP9A  

117 丹羽 浩道 にわ ひろみち 千葉 ＣＭＳＣ千葉 エボ軍団 CT9A  

118 斉藤 吉衛 さいとう きちえ 群馬 ＣＭＳＣ群馬三菱ランサー CT9A  

119 成田 俊之 なりた としゆき 岩手 ＣＭＳＣオメガＲＳＦランサー CT9A A

120 赤羽 政幸 あかば まさゆき 栃木 メープルスポーツランサー CT9A  

【05CMSC全国大会関連リンク】 

■「05CMSC全国大会」開催レポート (05.09.01) 

■「05CMSC全国大会」ジムカーナリザルト (05.09.01) 

■「05CMSC全国大会」参加者紹介 (05.09.01) 

■「05CMSC全国大会」大会の１コマ (05.09.01) 

■「05CMSC全国大会」青木科学エンジン洗浄デモンストレーション (05.09.01) 

■「05CMSC全国大会」ジムカーナご協賛会社 (05.08.24) 

■「05CMSC全国大会」ジムカーナ競技エントリーリスト (05.08.24) 

■「05CMSC全国大会」開催概要発表!! (05.06.30) 

 

 Copyright by RALLIART INC.

3/3 ページCMSC_all05 Entry List

2011/06/01http://www.ralliart.co.jp/cmsc/cmsc_all05/a_entrylist.html


