
【07CMSC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!! 

 

 

 

2007年7月26日

８月４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'07CMSC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２６０人が参加予定。
ジムカーナには１０４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 ２輪駆動のＮ、ＳＡ車両、排気量区分なし

No. 名前 フリガナ 支部 車名 形式

1 齊藤 幸司 サイトウ コウジ 青森 ＣＰ弘前ＢＭＫ久保田ミラージュ  

2 佐藤 貴之 サトウ タカユキ 山形 ＡＢＣエボ・ＣＭＳＣアスティー CJ4Aアスティ

3 大利 孝之 オオトシ タカユキ 山形 ＡＢＣエボ・ミラージュＣＭＳＣ CJ4A

4 又吉 康泰 マタヨシ コウタ 栃木 メープルＣＭＳＣミラージュ CJ4A

5 外崎 祐樹 トノサキ ユウキ 青森 ＣＰ弘前ＢＭＫ久保田ミラージュ  

6 高橋 直岐 タカハシ ナオキ 仙台 ＣＭＳＣ仙台プロマサコルト コルト

7 飯島 千尋 イイジマ チヒロ 長野 イケてる中年王子とコルト Z27A

8 赤間 勝 アカマ マサル 仙台 ＣＭＳＣ仙台ミラージュ赤間 CJ4A

9 伊東 信一 イトウ シンイチ 山形  CJ4A

10 田中 克紀 タナカ カツノリ 仙台 ＣＭＳＣ仙台田中ミラージュＣＡ CA4A

11 小舘 久 コダテ ヒサシ 青森 ＣＰ弘前ＢＭＫ久保田ミラージュ  

12 佐藤 政一 サトウ マサイチ 仙台 ｐｒｏｍａｓａ＠ルブＶＲ コルト

13 平田 朋也 ヒラタ トモヤ 長野 ＤＬ・ＳＰＧ・ＣＭＳＣコルト Z27A

≪クラス２≫ ２６名 ４輪駆動のＮ、ＳＡ車両、排気量区分なし

No. 名前 フリガナ 支部 車名 形式

20 大渕 覚 オオブチ サトル 青森 ＣＭＳＣ青森ＢＭＫランサー☆３   

21 矢内 仁之 ヤナイ ヒトシ 山形 ＡＢＣエボ・ＣＭＳＣランサー CT9A 

22 高松 徳和 タカマツ ノリカズ 栃木 ＣＭＳＣターマックプロランサー CT9A 

23 中田 由彦 ナカタ ヨシヒコ 茨城 リベロＥＶＯ６ＧＴ北鹿嶋だっぺ CD5Wリベロ

24 佐藤 一彦 サトウ カズヒコ 埼玉 Ｓタイヤが欲しいランサー CT9A 

25 葛西 満 カサイ ミツル 青森 ＣＭＳＣ青森ＢＭＫランサー☆２  

26 小山 俊哉 オヤマ シュンヤ 埼玉 黄色ナイン号 CT9A 

27 辰巳 圭介 タツミ ケイスケ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A 

28 井上 正治 イノウエ ショウジ 栃木 ターマックプロCMSC栃木ランサー CT9A 

29 千葉 直史 チバ ナオフミ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A 

30 斎藤 幸二 サイトウ コウジ 福島 Ｓマジック須田ＣＭＳＣランサー CT9A 

31 佐藤 智紀 サトウ トモキ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A 

32 天野 明夫 アマノ アキオ 浜松 ＣＭＦＣアラツＥＮＧランサー? CT9A 

33 酒井 久史 サカイ ヒサシ 浜松 ＣＭＦＣアラツエンジニアランサー CT9A 

34 原 裕二 ハラ ユウジ 岐阜 ＣＭＳＣ岐阜エボ５ CP9A

35 大井 こずゑ オオイ コズエ 群馬 ランサーこずゑ CT9A 

36 安保 知廣 アボウ カズヒロ 岐阜 エムツーファクトリーランサー７ CT9A 

37 矢本 裕之 ヤモト ヒロユキ 大阪 ＤＡＳＨオベロンＣＭＳＣランサー ランサーワゴン

38 佐藤 英樹 サトウ ヒデキ 仙台 ＤＬリジットＳＰＭランサー☆  

39 下山 功太 シモヤマ コウタ 青森 ＣＭＳＣ青森ＢＭＫランサー☆１  

40 須田 行雄 スダ ユキオ 福島 Ｓマジック須田ＣＭＳＣランサー CT9A 

41 額賀 誠史 ヌカガ サトシ 茨城 北鹿嶋リベロＥＶＯ６ＧＴぞよ CD5Wリベロ

42 飯田 和夫 イイダ カズオ 愛知 ＣＭＳＣ愛知ＢＳＴランサーエボ CT9A 
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43 山野 光司 ヤマノ コウジ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A 

44 吉野 正則 ヨシノ マサノリ 愛知 ＣＭＳＣＡＺＵＲＢＳＴランサー CT9A 

45 荒井 信介 アライ シンスケ 群馬 ＣＭＳＣクスコアドバンランサー CT9A 

≪クラス３≫ ７名 オープンクラス、排気量区分・駆動区分なしのＳＣ、Ｄ車両

No. 名前 フリガナ 支部 車名 形式

50 田中 剛 タナカ ツヨシ 栃木 Ｔプロ☆ＣＭＳＣ栃木ランサー４ CN9A

51 三枝 重光 サエグサ シゲミツ 岐阜 トップワンＭ２ＦＣＭＳＣランサー CP9A

52 斉藤 吉衛 サイトウ ヨシエ 群馬 ＣＭＳＣ群馬三菱クスコランサー CT9A

53 野中 信宏 ノナカ ノブヒロ 愛知 ＴＹＦ／Ｓ ＣＭＳＣμランサー CT9A

54 下谷 光俊 シタヤ ミツトシ 栃木 旧栃木三菱ＣＭＳＣランサー CE9A

55 馬場 和三郎 ババ ワサブロウ 愛知 ＢＳｐｒｓＦＴランサーＣＭＳＣ CP9A

56 三枝 光博 サエグサ ミツヒロ 岐阜 エム２１－ファクトリーランサー CP9A

≪クラス４≫ ５名 オートマチック車クラス、車両/排気量/駆動区分なし

No. 名前 フリガナ 支部 車名 形式

60 友野 智 トモノ サトシ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A

61 堀田 幹雄 ホッタ ミキオ 本部   エアトレックターボ

62 岩田 友理子 イワタ ユリコ 群馬 ユリコＥＫターボ H81

63 小湊 春幸 コミナト ハルユキ 本部   エアトレックターボ

64 平塚 忠博 ヒラツカ タダヒロ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A

≪レディースクラス≫ ８名 レディース、車両による区分なし

No. 名前 フリガナ 支部 車名 形式

70 赤羽 隆子 アカバ タカコ 栃木 メープルスポーツミラージュ CJ4A

71 若林 純子 ワカバヤシ ジュンコ 神奈川  CJ4A

72 谷口 末里子 タニグチ マリコ 札幌 ＣＭＳＣ☆ＲＳ５３☆ミラージュ CJ4A

73 佐藤 幸子 サトウ サチコ 福島  CP9A

74 佐藤 真由美 サトウ マユミ 群馬 CMSC群馬PW蝶トクベツ最速仕様 CT9A

75 中島 亜希子 ナカジマ アキコ 愛知 ＢＳ５５ａＦＴランサーＣＭＳＣ CT9A

76 椛村 友紀 カバムラ ユキ 道北 ＣＭＳＣカスタムスポーツランサー CE9A

77 荒井 里美 アライ サトミ 群馬 ＣＭＳＣさとみランサー CT9A

≪ダート・ラリー１クラス≫ １４名
1600cc以下のダートトライアル用/ラリー用タイヤ5分山以上の
全ダートトライアル競技車両（N、SA、SC、D車両）、全ラリー競
技車両、駆動区分なし

No. 名前 フリガナ 支部 車名 形式

80 横山 喜恵美 ヨコヤマ キエミ 帯広 ダイシンＣＭＳＣミラージュ CJ4A

81 川田 昌人 カワダ マサト 香川 白井自動車ミラージュ CJ4A

82 越川 善正 エツカワ ヨシマサ 青森 ＣＭＳＣ青森ＢＭＫミラージュ  

83 鎌田 潤一 カマタ ジュンイチ 仙台 ＣＭＳＣ仙台スポコンミラージュ CJ4A

84 佐藤 善彦 サトウ ヨシヒコ 福島 モウルＣＭＳＣミラージュ２号 CC4A

85 岩井 優太 イワイ ユウタ 茨城 筑波大学ＣＭＳＣ茨城ミラージュ CJ4A

86 井上 勇三 イノウエ ユウゾウ 香川 ＣＭＳＣ香川ミラージュ CJ4A

87 大石 優 オオイシ スグル 茨城 ＣＭＳＣ茨城転倒虫ミラージュ CJ4A

88 前田 祐樹 マエダ ユウキ 青森 ＣＭＳＣ青森借り物ミラージュ  

89 高地 猛 コウチ タケシ 長野 ＴＦ ナガノ ミラージュ CJ4A

90 名取 芳朗 ナトリ ヨシロウ 神奈川  CJ4A

91 土屋 雅和 ツチヤ マサカズ 神奈川  CJ4A

92 松原 宏 マツバラ ヒロシ 香川 ＣＭＳＣ香川ミラージュ CJ4A

93 戸田 浩 トダ ヒロシ 神奈川  CJ4A

≪ダート・ラリー２クラス≫ ３１名 1600ccを超えるダートトライアル用/ラリー用タイヤ5分山以上の
全ダートトライアル競技車両（N、SA、SC、D車両）、全ラリー競
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技車両、駆動区分なし

No. 名前 フリガナ 支部 車名 形式

100 田中 隆之 タナカ タカユキ 帯広 ポンポコマイルドランサー CP9A

101 伊藤 大基 イトウ ダイキ 岩手 岩手肉体倶楽部ランサー CT9A 

102 藤澤 祥久 フジサワ ヨシヒサ 岩手 オメガランサーエボ９ヤドカリ２  

103 玉熊 孝次 タマクマ コウジ 岩手 トーコオメガランサー  

104 飯田 恵之 ハンダ ヤスユキ 仙台 ＣＭＳＣ仙台ランサーエボ１－２ CD9A

105 東海林 哲郎 ショウジ テツオ 福島 モウルスポーツＣＭＳＣランサー CE9A

106 川村 元 カワムラ ハジメ 岩手   

107 浅沼 賢志 アサヌマ ケンジ 岩手   

108 東海林 達郎 ショウジ タツオ 福島  CE9A

109 菅野 慎也 カンノ シンヤ 福島 ＣＭＳＣカンノギケンランサー☆ CT9A 

110 上泉 晃祥 カミイズミ アキヨシ 福島 ＣＭＳＣ福島ランサー CD9A

111 濱道 寿幸 ハマミチ トシユキ 岩手 ＴＯＫＯランサー  

112 北爪 敏 キタヅメ サトシ 群馬 ＣＭＳＣ群馬キタさんランサー CT9A 

113 中里 俊洋 ナカザト トシヒロ 茨城 北鹿嶋ＣＭＳＣ茨城ランサー泥猿 CT9A 

114 坂田 一也 サカタ カズヤ 長野 ＴＦ・一光・ＣＭＳＣランサー CP9A

115 細江 拓也 ホソエ タクヤ 岐阜 Ｍ２ファクトリー借り物ランサー CE9A

116 金田一 聡 キンダイチ サトシ 長野 トップフィールドＣＭＳＣランサー  

117 桜井 隆 サクライ タカシ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A 

118 中澤 康治 ナカザワ コウジ 神奈川  CE9A改

119 堀井 朋延 ホリイ トモノブ 岐阜 Ｍ２Ｆトップ１ＣＭＳＣランサー CT9A 

120 浅野 博孝 アサノ ヒロタカ 岐阜 ＣＭＳＣ岐阜岐阜三菱ランサー CP9A

121 成田 俊之 ナリタ トシユキ 岩手 オメガランサーエボ９持主  

122 片田 洋一郎 カタダ ヨウイチロウ 岐阜 Ｍ２ファクトリーランサーエボ３ CE9A

123 吉川 光夫 ヨシカワ ミツオ 神奈川  CT9A 

124 佐々木 孝浩 ササキ タカヒロ 仙台 ＣＭＳＣ仙台佐々木ランサーエボ CT9A 

125 光井 太平 ミツイ タイヘイ 岩手 オメガランサーエボ９ヤドカリ１  

126 岩田 賀嗣 イワタ ヨシツグ 群馬 CMSC群馬摎蝶トクベツ最速仕様 CT9A 

127 北島 広実 キタジマ ヒロミ 千葉 ＣＭＳＣ千葉 CT9A 

128 林 宏明 ハヤシ ヒロアキ 札幌 ＣＭＳＣ・ＩＤＩメンテランサー CT9A 

129 影山 浩一郎 カゲヤマ コウイチロウ 神奈川  CE9A

130 赤羽 政幸 アカバ マサユキ 栃木 メープルスポーツランサー９ＭＲ CT9A 

【07CMSC全国大会関連リンク】 

■「07CMSC全国大会」フォトコンテスト結果発表!! (07.08.23) 

■「07CMSC全国大会」開催レポート (07.08.09) 

■「07CMSC全国大会」ジムカーナリザルト（支部対抗/個人対抗（クラス別）） (07.08.09) 

■「07CMSC全国大会」参加者紹介 (07.08.09) 

■「07CMSC全国大会」大会の１コマ (07.08.09) 

■「07CMSC全国大会」フォトコンテスト実施のお知らせ (07.08.02) 

■「07CMSC全国大会」ジムカーナ競技エントリーリスト (07.07.26) 

■「07CMSC全国大会」ジムカーナご協賛会社 (07.07.26) 

■「07CMSC全国大会」開催概要発表!! (07.06.11) 
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