
第16回 全日本学生ドリフト王座決定戦 @東大会
クラス No. 名前 年令 学校名 車種型式 クラス No. 名前 年令 学校名 型式

1 保科 晢 21 東北大学 シルビア（S14) 61 上田 恭大 19 日本自動車大学校 スカイライン（ECR33)

2 山口 寛太 24 東北大学大学院 180SX(RPS13) 62 安倍 国光 20 日本自動車大学校 シルビア（S14)

3 高橋 昭人 19 花壇自動車大学校 180SX(RPS13) 63 比嘉 風輝 20 日本自動車大学校 シルビア（S14)

4 大久保 隆雅 21 花壇自動車大学校 アルテッツァ（SXE10) 64 鴇田 直己 20 日本自動車大学校 チェイサー（JZX100)

5 加藤 航 21 花壇自動車大学校 マークII（JZX100) 65 小崎 恭冴 19 日本自動車大学校 トレノ（AE86)

6 林 誠也 20 山形大学 180SX(RPS13) 66 森本 武蔵 20 日本自動車大学校 ローレル（C34)

7 岩田 大誠 20 山形大学 スカイライン（ECR33) 67 相馬 駿亮 20 日本自動車大学校 180SX(RPS13)

8 鈴木 美香 24 山形大学大学院 シルビア（S14) 68 沖津 海月博 19 日本自動車大学校 シルビア（S15)

9 渡邊 康修 22 いわき明星大学 クレスタ（JZX100) 69 砺波 翔 20 日本自動車大学校 180SX(RPS13)

10 久保庭 健太 21 福島大学 シルビア（S15) 70 青木 秀征 21 日本自動車大学校 スカイライン（ER34)

11 笹川 光 19 新潟国際自動車大学校 シルビア（S14) 71 永田 勇輝 22 江戸川大学 シルビア（S15)

12 宮澤 優人 19 新潟国際自動車大学校 180SX(RPS13) 72 小鍋 拓海 20 東京国際大学 180SX(RPS13)

13 渡邊 悠太 24 長岡技術科学大学 180SX(RPS13) 73 大島 康裕 21 千葉大学 トレノ（AE86)

14 松尾 景将 22 茨城大学 アルテッツァ（SXE10) 74 秋山 翔平 21 日本大学 レビン（AE86)

15 田村 静也 21 茨城大学 シルビア（S15) 75 竹本 和矢 19 日本大学 ローレル（HC33)

16 増渕 秀栄 23 県央産業技術専門校 180SX(RPS13) 76 巳ノ瀬 健太 20 日本大学 シルビア（S14)

17 相馬 大輝 18 県央産業技術専門校 シルビア（S13) 77 伊藤 慶一 21 日本大学 クレスタ（JZX90）

18 生井 雄斗 19 県央産業技術専門校 ロードスター（NA6CE) 78 渡邊 隆之介 20 日本大学 180SX(RPS13)

19 吉田 絋祐 19 県央産業技術専門校 180SX(RPS13) 79 園原 祥真 22 日本大学 マークII(JZX100)

20 森 駿一郎 22 日産栃木自動車大学校 シルビア（S14) 80 久保谷 太一 20 日本大学 シルビア（S13)

21 戸田 椋介 22 日産栃木自動車大学校 シルビア（S14) 81 橘 靖男 21 東洋大学 チェイサー（JZX100)

22 小林 拓郎 19 栃木県立真岡高等学校 シルビア（S14) 82 小関 雄斗 22 東洋大学 180SX(RPS13)

23 添田 歩 20 国際テクニカルデザイン自動車専門学校 マークII（JZX90) 83 田中 涼 20 東海大学 セフィーロ（A31)

24 仙齋 有美 22 作新学院大学 シルビア（S15) 84 竹内 海飛 21 東海大学 プリウス（SXE10)

25 鷹野 駿 20 太田自動車大学校 ロードスター（NA8C) 85 飯森 龍生 20 東海大学 シルビア（S14)

26 岡本 幸大 20 太田自動車学校 180SX(RPS13) 86 西山 大貴 19 国士舘大学 180SX（RPS13)

27 庄子 拓 21 群馬大学 180SX(RPS13) 87 高野 真弥 21 東京歯科医療専門学校 180SX(RPS13)

28 澤 佑 22 群馬大学大学院 シルビア（S14) 88 中西 貴大 20 東京大学 スカイライン（HCR32)

29 児玉 侑都 24 群馬大学大学院 180SX（RPS13) 89 木下 祐希 24 東京大学大学院 MR-2(SW20)

30 米田 克也 20 高崎自動車整備大学校 スカイライン（HCR32） 90 相山 祥吾 23 神田外語大学 180SX(RPS13)

31 小野里 歩乃佳 19 群馬自動車大学校 180SX(RPS13) 91 渡邊 佑 22 神田外語大学 フェアレディ（Z33）

32 五江渕 裕人 19 群馬自動車大学校 180SX(RPS13) 92 伊藤 大矢 23 神田外語大学 シルビア（S15)

33 矢野 綾河 18 群馬自動車大学校 シルビア（S15) 93 大友 敦仁 21 トヨタ自動車大学校 チェイサー（GX90)

34 割田　豊和 20 群馬自動車大学校 シルビア（S14) 94 高野 理加 21 トヨタ自動車大学校 シルビア（S15)

35 田端 駿成 19 群馬自動車大学校 スカイライン（HCR32) 95 佐藤 匠 21 トヨタ自動車大学校 アルテッツァ（SXE10)

36 亀山 涼平 21 群馬自動車大学校 ローレル（C33) 96 津金 弘輝 22 首都大学東京 アルテッツァ（SXE10)

37 黒岩 拓磨 20 群馬自動車大学校 シルビア（S15) 97 向山 陸人 18 日本工学院八王子専門学校 シルビア（S14)

38 井出 望海 19 群馬自動車大学校 180SX(RPS13) 98 鈴木 弘剛 19 日本工業大学 シルビア（S15)

39 朝倉 竜樹 20 群馬自動車大学校 シルビア（S15) 99 高橋 優一 21 工学院大学 レビン（AE86)

40 小泉 皓 20 群馬自動車大学校 シルビア（S14) 100 早川 侑哉 21 中央大学 180SX(RPS13)

41 齋藤 俊 20 群馬自動車大学校 シルビア（S14) 101 鈴木 智之 22 専修大学 シルビア（S13)

42 武井 新之介 22 ものづくり大学 レビン（AE86) 102 長谷川 真吾 22 拓殖大学 チェイサー（JZX90）

43 清野 和真 21 ものづくり大学 レビン（AE86) 103 大熊 崇史 22 帝京大学 シルビア（S14)

44 老沼 良介 22 関東工業自動車大学校 シルビア（S14) 104 野老 健太 21 帝京大学 180SX(RPS13)

45 小島 鷹弥 21 関東工業自動車大学校 180SX(RPS13) 105 岡田 陸 23 電気通信大学 シルビア（S14)

46 桑原 大地 23 関東工業自動車大学校 スープラ（JZA70) 106 伊藤 凌也 20 東京自動車大学校 ローレル（C35)

47 兼若 柾 22 関東工業自動車大学校 クラウン（JZS171） 107 長谷川 翔司 20 東京自動車大学校 トレノ（AE86)

48 大久保 正輝 22 関東工業自動車大学校 マークII(JZX100) 108 田崎 遼 20 立正大学 シルビア（S15)

49 沼尻 潤 20 関東工業自動車大学校 MR-2(SW20) 109 奥茂 祐真 19 神奈川県立高津高等学校 シルビア（S14)

50 中山 竜太 23 関東工業自動車大学校 レビン（AE86) 110 前川 直之 21 神奈川工科大学 レビン（AE86)

51 大友 隆一 22 駿河台大学 スカイライン（ER34) 111 鈴木 恭平 20 神奈川工科大学 スカイライン（HCR32)

52 藤崎 優斗 19 埼玉自動車大学校 シルビア（S14) 112 劒持 宗智 21 神奈川工科大学 マークII(JZX100)

53 大江 優希 20 埼玉自動車大学校 シルビア（S15) 113 土屋 諒恭 20 神奈川大学 チェイサー（JZX100)

54 荒井 海斗 20 埼玉自動車大学校 スカイライン（ER34) 114 岩崎 隼也 20 神奈川大学 シルビア（S14）

55 沼田 拓海 21 埼玉自動車大学校 トレノ（AE86) 115 熊谷 圭一郎 20 湘南工科大学 180SX(RPS13)

56 都谷森 優 24 埼玉大学 スカイライン（HR33) 116 藤川 龍 22 豊橋技術科学大学大学院 スカイライン（ECR33)

57 高木 俊作 23 埼玉大学大学院 ロードスター（NB6C) 117 春木 輝 20 中日本自動車大学校 ローレル（C35)

58 加藤 勇太 19 越生自動車大学校 シルビア（S15) 118 坂野 公康 21 大同大学 180SX(RPS13)

59 森泉 裕樹 19 越生自動車大学校 シルビア（S14) 119 梶尾 浩史 20 名古屋商科大学 チェイサー（JZX100)

60 鈴木 美空 21 日本自動車学校 180SX(RPS13) 120 野村 圭市 21 九州産業大学 シルビア（S13)

W1 山口流輝 20 愛媛大学 セフィーロ（A31)

W2 岩崎修作 19 トヨタ名古屋自動車大学校 180SX（RPS13）

W3 奥田和幸 19 広島国際学院大学 マークII(JZX100)

W4 新川真也 19 希望ヶ丘高等学校 シルビア（S13)
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