
正式結果  
2009JHRC千葉ジムカーナシリーズ＊第3戦  

ラッチストーン ハードスラローム  
開・催 日：2009ノ′6′ノ7   主催：習志野レーシング  天  候：晴れ  
開催場所 浅間台スポーツランド  コースコンテ●ル】ン ドライ  

公旺番号：2009－1340  

BNT  F クラス  出走台数   
且名   

19盲   

ほ位  No  氏名  
l  3l  ：重訳 希   D」☆トタルヌイメンミうージュ   CJ4A  －ol175  i一口仁584  型  n  ヒー・ト  切  2ヒート   P ベストタイム                      □   い175   

2  30  柳撼 哲   チームワコーズ／くスコ ンテゲラ  DC2  、0し870  10フロb5     匹  ∩描7n  
3  25  牛島佑繰   BRSCインテゲラ   DC2  ■0202S  C2107  ト‘CジCンビ   

4  22  遠地 陸産   RG仮OTR CR－X   EF8  103．168      0フ09こ∋  l「フ【1ヨ」   

5  28  河岸 純一   もみもみインテプラちんちくりん  DC2   102．637  ’ロ？約8      1ロブらJ7   
た  n  高鼻 紙一  トゥルース告別Gインテゲラ   DC2  ■03846  03085  Lし3〔二S5   

由  28  山口 柘那  サンテックD」インチケう   DC2  ’03．700  ’ロブ．616  匂  lCコ7（〕C   
ロ  27  石川 貴之   ペガサス松戸布施屋スターレット  EP82改  ●け455      ■03908  

9  23  前田 憎郎  ゴノイ北沢OAKSミラージュ！   CJ4A   l■04．1こIl  1’03．932  

－0  29  大沼 義一   アルパインCRX   EF8  ■04053  l‘04367  

m  印  片山 志羞   N巳XTトクルD」インチゲラ   DC2  105．904  l■0ヰ177  

12  19  庵原 蔚光   コメリトOAトくSインテクう   DB8  ‘0553l  ■04237  

†‾▲■－－  

田  18  野村 柘賃  ナ】ストロールクラブシビック   13  13  片台 広行  ペガサス松戸布施屋スター▼レット  Elつ82改    －05，332      0ヰ3＝ ■C54じ■J        】4  24  渾中直條  こやんにやんミラージュ2月  CJ（l∧    －0／1922              F【）2    ■05720    l◆Cモ12：；7  leJ；11   
lつ∴   

り  咋  中井武夫   ∈K4白シピ・ンウ   「l」  ー191G7  16  2（〉  肥田 鼠  AGゴノイ☆インチグ‾  DC2    ■17．318  口 □      r                      し■，   
】8  16  菊地 理大   ステージXGA2シティ   G八2改   ミスコース  † ロ7168     】㌣   
19  15  北暦 正室   ミ‾一ジュアスティ   CJ4A   l■09234  ’07790  

8N■  「R クラス  出走台数 l【口   

ヒ▼  No  氏名   東名   型式   1ヒート  P  2ヒート   Plベストタイム   
l  4l  川島 一朗   
ロ  40  松嶋仁茂之   ForlecポインターMR2  AJEX弁けいRX7  F【）3S S帆20  l’O16う9    】C】  3l  lnlら∫′           l■0＝H7    l■C  

J  39  泉水l正暗   FORTEC チャレ闇 MR2   S＼根0   l■0卜ga2  】C2  如  l    lJ′′   
4  33  中村 耽－  N∈；X白   rJA2   

ロ  38  田本 友ニ  ミスティアRX－7   F〔）3S   l■02．814    1C72J2   1   1ロビニ－             I■0292〔i    1’C〕5′＝   こプ：－   
由  42  i■堅・・三   STPアルフ7DJR）く－7   1－rl   FO3S  l’1q．298    l－031e5   H  

L■C；；J‘J；   由  32  山崎 正i宜   S∈＞フォーユー・S2000   APl   l■0860⊆）  【一C5499  

8  37  宮本 和之   81☆ポインターS200（】   APl   l06・2旦旦    lll一己J   此  ＝㌍／b；J  
9  34  富合 義昭   ポインターMR2CAC   S肌20   l－064〔〉8  l■e白9こ19   【r・lじD  

10  36  後藤 弗昭   盈ネコ同盟M3   MコC  l■ノ」．’  10■／．755    】q677G  
打  35  小林1随興   オセロツト☆スカイライン  トICR32  l’07365  1二r∴：こ  

BN  T4 クラス  出走占敏  
玉名   

IC占   

順位  No  氏名  型式   1ヒート  切  2ヒート  
l  印  雨川 向産   ウコーズ 屋椙置ランサー   CP9A   0592L17  0’5占413  仁一5畠13  

2  52  相思 史暁   ミスティア宮地YHランサー   CT9A   0■59．537  059．064  Cう9．Cら4  

3  50  真鍋 童   アドバンMKSランサー   CT9A   l■00．136  0－59849  C59昌49   

堅  16  皇二空 博幸  リソソトSTPαランサー   CT9＜  ミスコース  ＝沌．】65  

由  帆  大作 泣   オークス、藷インプレッサ赤跳馬   GC8   l－O1352  l‘00560  

1－07．215  10フ59も  6  43  川西 義則  スフィア アレックス うンサー  †9八  
山  d4  山口」雑感   オセロツト レガンイ   日E5   ‡■じ3980  l‘Cこi46月  

lCIC柏  8  45  石井 康夫  匠凱たんサンテック ンプレツサ  GC8  †Clら38  
9  48  須藤雅彦   

10  49  早川 昌宏   1stステー・ジ〟SPMうンサー   C「〕9八  ひ製辿皇二主姐⊥U  CJ4A      1し】11」己1      r－仁1  

S2 クラス  14台  

順位  No  氏名   玉名   
l  田  吉B 欄之  FORTECチャレ闇支NSX   

式   
N人2   無肋  1ヒー  ト  u  ⊥ト禁忌」   J一  ベストタ 〔：1二】    土≠、J 〕㌢ r  

6  同  野口僚正  DiacSPオーリンズシルビア   S15改   100ヰ05  1CO468  ーrC・  

B  64  清水 禎大  オフィス赤城ファニーシルビア   S】5改   l’007  l■Uごり15  

ヰ  67  忘瀬 妄  M■sネットガレージシビック申犀   仁K9  ト01．5  8   

P  65  島貫 超   ペガサスMR2  S〉J20  l‘008‘】5  」  lrlC巳2コ    L．仁  
6  54  前山 誠  カストロールMR2！   SWPO   l■050  口   ＝コンC2む    拘  

B  61  中島真壁  ガレージ4413CRス   仁「8改  1020  6  
田  66  つげのりやす  D；8¢2009インテケラR   DC2   l－02420  こノ、コース    J                         l■C2  76  
世  62  遁i刀 魚   KOYO牛肝TECH天凹MR2  S叫20   】■0フ．188     10e  tl  
10  5！I  吉田 宏生  AS∈☆クラブアイ☆インテクう   D（つ2   T’08276  l   1 l    田  

口  58  縫口琶－  G4☆MR2   lC3フq9  S〉√20  】■03．100  
12  57  小笠原頚裕  G4☆MS☆インテプラ   DC2   －－044  ＝  lりユ91d  

岨  53  柘椙望悪  イ ＝H．ら00  「 」   ンテプラライフR曙ちょこりL  DC2  ミス⊃・・・・ス  
1A  60  恵慈 重伸  象朗蜜RX－7   F【）3S  l07849  l－05口17  

63  坂本管一郎  レイル・偵太白工・シビック   EK9   欠席  欠帯  十   守  

S4 クうス  7台   

順位  No  氏名   玉名   遼上武   1ヒート  u  2ヒート  q  ベストタイム   
l  70  娃痛 感産   OAKS回銘匪ランサーDL   CT9A   0●59893  8■59969  C■5う良∋3   

2  函  松木康焉   お～とまインプレッサGDA  GD∧  l、00．107  

3  69  中西 宏文  自RSCランサー6  CP9八  l■0243〔主  l’CO769  l已e二7巧勺   

4  72  砺負 大場   1Cし158  1い」舅   MKSランサーエ′ミ8．9  CT9人  10し267  
5  ロ  －＝・ － －   N∈×TNUTECランサー白   C†9A   ■Olユ8－l  】－り48ノl】  

B  741仲田 祐史  た  m  及川 晃成  BRSC‾ンサーエポ6－2  CP9∧  無三カ    ＝＝たぃ    l．‥二二1二J        白RSCランサー工′ミ6－－2      CP9∧       q  1さ・二  


