
                       愛別                
                車名 車種      順位 獲得    

     中村 圭志                            
   藤 知英                   
   陶山 邦彦                   

         
                車名 車種      順位 獲得    

    中村 圭志                             
  前田 憲明                           
 竹森 将喜                           

  原田 康次郎                          
 村田 慎太郎                           

  武部 文栄                            
 奈良崎 貴則         
 山本 敏博                           
 西野 真生     友 改                 

  佐藤 隆雄                   
  弘瀬 栄二                      
 緒方 信                           
 橋本 一清                     

  有松 一                            
  池田 大介                        

         
                車名 車種      順位 獲得    

     二木 忍                
   武藤 和良                          
   原 孝保                                
   小西 直好       商会           
   國島 剛 石狩新港零四同好会              
   片村 賢司                       
   寺下 昌利                              
   黒川 竜也                     
   杉岡 徹哉                              
   惣島 稔                        
   田畑 勝史 石狩新港零四同好会               
   川田 雄一                             
   八重樫 勇人                   
   吉田 明和                              
   村田 百合子                          
   成田 次男 成田書道教室              
   森田 琢也         輪 部             

         
                車名 車種      順位 獲得    
      中尾 公道       商会                 

   鈴木 武洋       商会               
   高橋 和広                    
   村上 正洋                     
   小関 彰仁                       
   金子 光廣                         
   伊東 正裕                          
   川内 一明                           
   佐野 彰                        
   香川 光                     
   久保田 剛                       
   佐藤 稔                   
   中村 章尚                         
   伊藤 成              



         
                車名 車種      順位 獲得    
      花山 豊次                            

   中原 忠志                            
   石原 充                  
   広瀬 靖史                              

    原 和彦                          
   櫻井 義則                           
   紀伊 一浩                        
   青木 慎一郎                        

         
                車名 車種      順位 獲得    
        宮本 譲              館                

     髙山 広宣                          
     高橋 勝宏                             
     出口 政和 無敵                    
     小見 恵介                            
     五十嵐 裕一                       
     今井 知樹                        
     松田 正志     参輪                 
     北澤 雄一                    
     友成 章                            
     笠原 一穂           
     谷口 公広                     
     佐藤 崚二                             
     野尻 学            
     山内 綱司                           

         
                車名 車種      順位 獲得    

     江本 寛                        
   森木 健介                                     
   浜谷 敦                    
   冨澤 尚矢                      
   中本 聡司                    
   佐藤 友彦                      

    長谷田 隆泰                    
    坂東 駿平                    
    小森 勝吉                                   
    沢田 純一                                           
    佐 木 正樹                    
    杉山 準                    
    石川 丹                         
    竹重 浩一                 
    仁村 圭吾               
   東 龍一                 

    竹谷 和浩                 

         
                車名 車種      順位 獲得    

     横関 敏也                       
   桜田 和一         輪 部                
   丹後 栄二       帯広             
   安友 久善                     
   西村 武也                          



         
                車名 車種      順位 獲得    

     盛永 俊也                     
   津川 誠二     友 改                             

    佐 木 司                     
   若原 花絵                
   日野 友和              

    鳥谷部 敏仁                       
   磯崎 伸行                                 

    佐 木勇輝                    
    村山 翔哉                        
    金平 拓也                     
    佐藤 聖都                              
    葛西 和樹                    
   石戸谷 一志               札幌               

    三浦 靖          
    長屋 海斗                     
    後藤 信也           

         
                車名 車種      順位 獲得    

     米沢 政人                    
   渡邊 渡                             
   新谷 浩二              
   藤井 博志                     
   大畠 明                       

    藤井 隆也                    
   村山 隆浩                        
   吉田 天真      愉快 仲間            

    熊谷 亨                  
    倉向 瑞樹                

         
                車名 車種      順位 獲得    

     石岡 文章              
   寺田 功                         
   佐藤 卓矢                      
   佐藤 克昭                      

         
                車名 車種      順位 獲得    

      橋本 和彦                      
    丸山 則幸                        
   松本 貴志                        

    角川 弘晃                    
   金井 理麻                               

    髙杉 岳志             
   藤谷 興                      
   鈴木 博幸                   

         
                車名 車種      順位 獲得    

     川崎 明哲                                   
   木村 紀生                           
   金井 健司                                 



                車名 車種      順位 獲得    
     坂本 和繁                               

   佐藤 淳                 
   宮下 秀一                                  
   熊谷 伸哉                     
   木村 琢磨    九州             
   佐 木 和明                      
   安達 政一                   

                車名 車種      順位 獲得    
     山平 弘樹                   

   山口 幸治                          
   菊地 達也                        
   松田 敏孝                      
   本間 博昭                 
   橋本 静夫                     
   中山 博道                     


