
第16回 全日本学生ドリフト王座決定戦 @西大会
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 新田 千隼 21才 金沢科学技術専門学校 シルビア（S15) 40 田端 航大 19才 桃山学院大学 シルビア（S13)

2 長澤 哲平 20才 金沢科学技術専門学校 チェイサー（JZX100） 41 藤原 涼太郎 23才 和歌山大学 シルビア（S14)

3 巣守 峻 18才 福井産業技術専門学院 シルビア（S14) 42 西村 咲栄 21才 米子看護高等専修学校 スカイライン（ER34)

4 山川 尊頌 24才 福井医療短期大学 シルビア（S14) 43 岡田 知也 20才 岡山理科大学 シルビア（S14)

5 山本 章悟 22才 愛知工業大学 スカイライン（ECR33) 44 大浦 弦太 22才 兵庫県立大学 大学院 180SX(RPS13)

6 赤尾 琢磨 24才 名古屋工業大学 大学院 スカイライン（ECR33) 45 三宅 裕二郎 21才 日本工科大学校 シルビア（S14)

7 竹内 真皓 23才 名古屋工業大学 大学院 チェイサー（JZX100) 46 高松 祐希 18才 日本工科大学校 シルビア（S13)

8 伊藤 弘明 21才 トヨタ名古屋自動車大学校 スカイライン（HCR32) 47 奥田 和幸 19才 広島国際学院大学 マークII（JZX100)

9 柘植 未来 20才 トヨタ名古屋自動車大学校 チェイサー（JZX100) 48 林 靖司 19才 広島工学院大学校 シルビア（S14)

10 岩崎 脩作 19才 トヨタ名古屋自動車大学校 180SX（RPS13) 49 橋本 優大 20才 広島自動車大学校 シルビア（S14)

11 山口孔也 21才 トヨタ名古屋自動車大学校 ローレル（C35) 50 小林 将大 22才 山口大学 スカイライン（ER34)

12 兵道 都巳 22才 名城大学 スカイライン（ER34) 51 藤原 総士 22才 山口大学 スカイライン（HCR32)

13 伊藤 優太 24才 名城大学 MR-2（SW20) 52 大森 海斗 21才 徳島工業短期大学 シルビア（S14)

14 小林 研三郎 23才 名城大学 マークII（JZX100) 53 山口 流輝 20才 愛媛大学 セフィーロ（A31)

15 坂口 博紀 21才 名城大学 チェイサー（JZX100) 54 新川 真也 19才 希望ヶ丘高等学校 シルビア（S13)

16 足立 光 20才 名城大学 スカイライン（HCR32) 55 永松 槙之介 21才 TBカイロプラクティックカレッジチェイサー（JZX100)

17 篠塚 晟 22才 名鉄自動車専門学校 シルビア（S15) 56 青柳 優志 22才 公務員ビジネス専門学校 シルビア（S15)

18 大橋 一喜 21才 大同大学 アルテッツァ（SXE10) 57 蔵前 幸樹 21才 福岡国際大学 シルビア（S14)

19 鈴木 智弘 21才 三重大学 シルビア（S13) 58 上田平 容典 21才 麻生工科自動車大学校 180SX(RPS13)

20 北島 拓海 23才 三重大学大学院 シルビア（S15) 59 村山 景太 21才 久留米工業大学 シルビア（S13)

21 三木 亮太 20才 四日市看護医療大学 180SX(RPS13) 60 森 義智 23才 産業技術学院 シルビア（S13)

22 永井 喜章 22才 滋賀大学 セルボ（CP22S) 61 原 知裕 24才 佐賀大学 180SX(RPS13)

23 吉村 航 21才 日産京都自動車大学校 サニートラック（B120) 62 倉野尾 太一 21才 本学園大学 シルビア（S15)

24 村上 竜一朗 22才 日産京都自動車大学校 ローレル（C35) 63 濱田 祐希 19才 原田学園鹿児島情報高等学校 シルビア（S15)

25 浦西 晃平 21才 日産京都自動車大学校 シルビア（S14)

26 平嶋 秀行 22才 日産京都自動車大学校 ローレル（C34)

27 正見 和樹 20才 同志社大学 シルビア（S13)

28 高須 都弥 22才 同志社大学 180SX（RPS13)

29 森 健太郎 21才 ホンダテクニカルカレッジ関西 シルビア（S14)

30 速水 眞ノ介 23才 大阪学院大学 シルビア（S13）

31 岸川 桂 22才 大阪経済大学 シルビア（S14）

32 大重 雄輝 22才 大阪経済大学 シルビア（S15）

33 松尾 晃佑 24才 大阪産業大学 RX-7（FC3S)

34 丸山 陽光 20才 大阪商業大学 ローレル（C35)

35 諸木 友明 21才 大阪商業大学 ローレル（C35)

36 島田 直和 22才 近畿大学 180SX（RPS13)

37 田辺 建人 22才 近畿大学 シルビア（S15)

38 森井 巧 20才 関西大学 シルビア（S14)

39 川上 征 21才 関西大学 ロードスター（NB8C)
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