
氏名 カナ 所在地 年齢 車両名 おもな実績

斉藤祐樹 サイトウユウキ 神奈川県 42 クラウン（JZS151） BM杯、MSCなど

片山裕之 カタヤマヒロユキ 千葉県 28 シルビア （S13） N2H 2位 G走 1位

榎一人 エノキカズヒト 千葉県 36 スカイライン (ER34) D1地方戦参戦、G走 入賞

長瀬良雄 ナガセヨシオ 埼玉県 41 ヴェロッサ（JZX110） 第1回 21世紀 ドリ車フェス 上級優勝

金田悠希 カネダユウキ 長野県 37 マークⅡ（JZX100） D1地方戦ミドルウエストシリーズ2012年3位、2013年5位、V1GPエキスパートクラス3位など

向山智也 ムコウヤマトモヤ 千葉県 32 チェイサー（JZX100） 走行会のドリコン3回表彰台のみ

花島一弥 ハナシマカズヤ 千葉県 43 シルビア（S13） BM杯、MSCなど他多数入賞

國分勇希 コクブンユウキ 福島県 24 シルビア（S13） いか天学生大会（団体優勝） N2H AGE1 準優勝、全日本学生ドリフト王座決定戦東日本7位（2014年）

SIEKERT KENNETH (シィカートケニー)兄 福島県 22 シルビア(S14) 地方戦、G0GP、キングオブアジア

SIEKERT JESSE （シィカートジェシー）弟 福島県 21 シルビア(S14) 地方戦、G1GP、キングオブアジア

永塚尚幸 ナガツカナオユキ 栃木県 46 シルビア（S15） 2016 リーガル 東日本 rd2 優勝

谷川弘和 タニガワヒロカズ 東京都 31 シルビア(S15) ドリフトマッスル日光(2016年、14位) MSC・日光(2016年、28位)

篠崎友寛 シノザキトモヒロ 東京都 28 マークⅡ (JZX110) トム走中級 優勝、TGS走中級 準優勝、イトウオート走準上級 優勝など合計10個のトロフィー

笹山栄久 ササヤマシゲヒサ 千葉県 40 チェイサー（JZX100） D1SL東12位、MSC2位など

前田裕之 マエダヒロユキ 千葉県 45 ソアラ（MZ11） TBO杯優勝、いか天4位

瀬名波裕 セナハヒロシ 神奈川県 43 ステージア（WGC34） D1SL東西／STF／地方戦

今村直史 イマムラタダシ 山梨県 34 チェイサー（JZX90） D1SL 東日本2011シリーズ31位

左武康司 サタケ ヤスシ 滋賀県 52 FRジーノ(Ｌ７１２Ｓ改) MSC Challenge 2014 Rd.10 ビギナークラス３位 N2H2014舞洲Age３３位　N2H2016舞洲Age3 ２位

遠藤大樹 エンドウ ダイキ 千葉県 26 マークII（JZX90） n2h AGE1優勝  msp 北番長２位  地方戦20位

飯山博樹 イイヤマ ヒロキ 鹿児島県 43  スカイライン(R32) N2H南国kuru×2祭 age2 3rd 九州driftリーグ ミドル3位

山木翔太 ヤマキショウタ 神奈川県 30 ローレル（C35） C35ローレルミーティング2010、2015、2016エキスパートクラス優勝

角澤秀悟 カクザワ シュウゴ 東京都 32 サニートラック（GB122） 栃木馬鹿初級3位（サニトラ）、FF全日本統一戦初級2位（フリード）

三好理仁 ミヨシ　ミチヒト 愛媛県 39 マーチ（K12） 2016愛媛一決定戦総合優勝

山崎誠彦 ヤマザキ　マサヒコ 千葉県 35 シルビア(PS13) 今年のSRミーティング上級クラス優勝　去年茂原パワーカプセルツインドリフトクラス優勝

柳　和孝 ヤナギ　カズタカ 高知県 31 シルビア（S14） D-MAX杯2位　リーガルウェスト参戦中

中尾博崇 ナカオ ヒロタカ 東京都 41 スカイライン(ER34) 2011年R34祭り/プロ級クラス優勝 2012年R34祭り/プロ級クラス3位 2013年R34祭り/プロ級クラス準優勝 他

並木和広 ナミキカズヒロ 東京都 41 マーチ（ＨＫ１１） Fドリ王座統一王者

羽生貴之 ハニュウ タカユキ 茨城県 29 シルビア(S15) 学ドリ 予選通過、ドリフトマッスルチャレンジ日光 エキスパート5位、千葉魂祭2015秋の陣 上級2位

坂部秀充 サカベ ヒデミツ 宮城県 36 スカイライン（BNR32） SSパークサーキット エキスパート優勝

山中潤 ヤマナカジュン 山梨県 35 MINI COOPER（RE16） ドリフトマッスルチャレンジクラス参戦　Fドリ王座統一戦出場

塙　彰拡 ハナワ　アキヒロ 茨城県 24 RX-7（FD3S） 茨城No.1優勝，学ドリ６位，千葉魂上級２位，地方戦本庄８位

益山 航 マスヤマ ワタル 栃木県 23 シルビア（S14） 2016学ドリ東西統一王者

田中順平 タナカ ジュンペイ 福岡県 39 スカイライン（HR３４） 1999BM杯九州準優勝とう多数

花嶋純一 ハナシマ　ジュンイチ 千葉県 40 アリスト（JZS161） 1999年　初代　学ドリ　チャンプ

池田博紀 イケダヒロキ 茨城県 25 マークII（JZX110） 関東オールスター予選9位　2016年度　走行会トロフィー5本取得　

黒崎 太 クロサキ フトシ 岩手県 39 クラウンエステート（JZS171W） 2016 N2H ZERO サザン 優勝

菅原幸雄 スガワラ ユキオ 神奈川県 44 チェイサー（JZX100） 神奈川ナンバー1

野澤雄大 ノザワユウダイ 栃木県 21 シルビア（S15） N2H ドライビングパレット那須 5位

市原優斗 イチハラユウト 栃木県 21 シルビア（S15） MSC  学ドリ  PB走中級優勝

稲本康広 イナモト ヤスヒロ 福島県 39 マークII（JZX100） SSナンバー1入賞、リンクナンバー1入賞、マッスル決勝進出、2016リーガル東エビス6位など

笹田一成 ササダカズナリ 神奈川県 38 シルビア（S14） 神奈川ナンバーワン決定戦準優勝等

戸田椋介 トダ リョウスケ 栃木県 22 シルビア（S14） 2015MSC日光ビギナー優勝 2016学ドリ東４位

廣上悠馬 ヒロカミ　ユウマ 群馬県 26 ローレル（C35） H27年35ミーティングドレコン3位、H28年35ミーティング中級3位

三好健太 ミヨシケンタ 滋賀県 41 BRZ（ZC6） 21世紀ドリ車

本田 奈都樹 ホンダ ナツキ 福島県 34 クラウンアスリートV（JZS171） SSパークNo1決定戦 リンクNo1決定戦 TGS走行会上級 など

中田麻椰香 ナカダマヤカ 神奈川県 24 マークⅡ（JZX100） 関東オールスターズ予選会神奈川県女子1位

鈴木幸子 スズキ　サチコ 岩手県 38 シルビア（S15） 仙台ハイランドドリコンＧＰレディースクラス優勝　　ミドルクラス4位入賞　エキスパートクラス参戦

大内勇樹 オオウチ ユウキ 福島県 26 シルビア（S15） 2015N2Hサザン統一王座！！

吉田健太 ヨシダケンタ 埼玉県 38 180SX（RPS13） D1SL出場

江幡翔子 エバタショウコ 東京都 35 シルビア（ＰＳ13） 日光クイーンミドル優勝。ＭＳＣビギナー２位

波紫 聖和 ハシ マサカズ 岩手県 28 180SX（RPS13） 2016 ドリフトマッスルin日光 マッスルクラス4位

合原英俊 ゴウハラ ヒデトシ 福岡県 34 スカイライン（HCR32） 2016年6発王座優勝、九十九里ドリフトリーグ3リーグ優勝、ドリコントロフィー50本

合原健太 ゴウハラケンタ 福岡県 32 スカイライン（HCR32） 西日本統一戦

合原大樹 ゴウハラダイキ 福岡県 25 スカイライン（HCR32） 2015年 N2H…AGEI優勝、統一王座優勝、その他トロフィー10本程度

大宮洸紀 オオミヤ コウキ 福島県 26 クレスタ(JZX100) リンク東北王座 3位、リンクNo.1 Aグループ1位

酒井勇輝 サカイユウキ 福島県 25 シルビア(S14) とにかく日本一目立ちたいから、俺が東北の中村直樹だョ（ウワサの番長だよ）

三浦和也 ミウラカズヤ 福島県 27 シルビア(S15) SSNo.1、東北No.1 リンクサーキット優勝

清水 祐輔 シミズユウスケ 埼玉県 23 チェイサー（JZX100） ガレージBB走 2015年ミドルクラスシリーズチャンプ、現在はエキスパートクラスにて予選通過する程度

矢口悟司 ヤグチサトシ 茨城県 27 カローラレビン（ＡＥ８５） ＰＢ走行会ドリコン上級２位、４位　関東オールスター茨城予選初代チャンプ

柳田　靖彦 ヤナギダ　ヤスヒコ 神奈川県 36 シルビア（S14 ） ドリ天杯メカニックマンドリコン3位、千葉魂上等クラス優勝など

佐藤 航 サトウ ワタル 神奈川県 25 カローラレビン（AE86） 学ドリ大活躍！

佐藤仁 サトウジン 栃木県 44 ランサー（CP9A） ドリフトマッスルチャレンジクラス準優勝

平田元希 ヒラタゲンキ 神奈川県 26 シビック（EG6） ドリフトマッスル2016開幕戦日光チャレンジEXクラス14位、2016年D1地方戦ラウンド1本庄単走決勝進出　他

齊藤　剛 サイトウ　ゴウ 神奈川県 41 チェイサー（JZX100） 2013ドリ天3月号表紙車！

宮内美津雄 ミヤウチ ミツオ 大阪府 40 180SX（RPS13） 2015N2H舞洲age3優勝 2016MSC名阪ビギナー3位

廣田　光 ヒロタ　ヒカル 兵庫県 29 アリスト（JZS161） スラムドショードライブ　ドリ天賞

白神秀之 シラガ　ヒデユキ 兵庫県 32 セフィーロ（A31） 過去に地方選などで少々

黒澤由直 クロサワヨシナオ 栃木県 22 スカイライン（HR34） 学ドリ東2位・フルーク走上級優勝

森田寛之 モリタ ヒロユキ 千葉県 24 シルビア（S14） 2013学ドリ東大会6位、2014学ドリ予選1位、日光サーキットTGS轟祭上級1位、伊藤オート走行会上級1位

本橋　秀一 モトハシ　シュウイチ 東京都 39 スカイライン（ER34） 2015セントラルシリーズ地方戦本庄6位　2010 本庄フリースタイルチャレンジRd.3優勝　他

安藤直輝 アンドウ ナオキ 埼玉県 23 ローレル（C33） 学生いか天 1位

峯 卓志 ミネ タカシ 兵庫県 31 シルビア（S13） D1SL地方戦2位 

中村 拓 ナカムラ タク 埼玉県 24 RX-7（FD3S） ドリフトマッスル チャレンジクラス参加

矢澤玄貴 ヤザワ ゲンキ 埼玉県 23 シルビア（S15） 2014学ドリ団体2位

北岡悠多 キタオカ ユウタ 埼玉県 23 シルビア（s14） 走行会ドリコン中級優勝 学ドリ予選通過

島 拓海 シマ タクミ 群馬県 23 シルビア（s14） 2014年学ドリ 団体2位

濱川公正 ハマカワコウセイ 鹿児島県 39 180SX（RPS13） 九州ドリフトリーグツインクラスベスト８ 他

貝瀬雅人 カイセマサト 新潟県 34 シルビア(S14) 2016 D1SL EAST Rd2 2位

谷口祐亮 タニグチユウスケ 愛知県 24 シルビア（S15） 学ドリ全国２位

北尾龍平 キタオ　リョウヘイ 兵庫県 26 ローレル(c33) 2013関西オールスター本戦出場など

原裕樹 ハラユウキ 愛知県 23 シルビア(S14) 学ドリ 西大会3位 東西3位

筒井陽平 ツツイ　ヨウヘイ 神奈川県 28 チェイサー(ＪＺＸ100) 地方戦4位　ドリパＧＰ3位　16地方戦シリーズ8位　等

佐野勝也 サノ カツヤ 静岡県 44 シルビア(S15) グラチャンD優勝や富士ドリパGP優勝

田中信也 タナカシンヤ 和歌山県 47 シルビア（S14) 152回いか天関西大会 単走2位

菊谷勇弥 キクタニユウヤ 大阪府 30 シルビア(S15) 関西オールスタ7位 関西オールスター大阪予選一

早川勝太 ハヤカワショウタ 愛知県 24 シルビア(S14) 学ドリ西大会ベスト20、N2H東海初代優勝、2016年間瀬よりD1SL参戦

高橋　翼 タカハシ　ツバサ 千葉県 18 シルビア(KPS13) 千葉魂祭ドリフト上級優勝

長井利樹 ナガイトシキ 京都府 29 シルビア(S13) ストリートリーガル名阪3位

武田圭史 タケダケイシ 千葉県 22 クレスタ(JZX90) RAYS風間オートD1SL選考会日光9位 D1Bライセンス取得、関東オールスタードリフトGP千葉予選通過

鈴 智哉 スズキ トモヤ 栃木県 42 RX-7(FC3S) イカ天 優勝 他 多数

逆井雄太 サカサイ ユウタ 埼玉県 28 シルビア(S14) 地方戦茂原日光 マッスルチャレンジ筑波 グラチャンD 予選敗退。 番長クラス完走  & 廃車

深田泰希 フカダ　ヤスキ 三重県 30 シルビア(S14) 関西オールスター2014 3位 2015、2016 8位　MSC鈴鹿ツイン エキスパート優勝　他

藤田智大 フジタトモヒロ 神奈川県 27 スープラ(JZA80) 2014チームkkブロス走行会、全クラス統一戦優勝！2015チームkkブロスドリコン上級優勝！他

工藤誠司 クドウセイジ 大分県 34 シルビア（S14） MSFミュートマウイ単走優勝、九州ハイパーミーティング（ドリコン）優勝

佐藤剛志 サトウツヨシ 東京都 26 ローレル(C33) 伊藤オート上級優勝

速水慎之介 ハヤミシンノスケ 大阪府 23 シルビア() 2016学ドリ3位

藤尾明仁 フジオアキヒト 三重県 34 シルビア(S13) 2016MSCチャレンジ名阪優勝 他

松本恵二 マツモトケイジ 奈良県 38 180SX(RPS13) N2H入賞

西尾光芳 ニシオミツヨシ 三重県 30 シルビア(S13) 2008学ドリ西大会優勝、2013関西オールスター優勝　他

馬場裕平 ババユウヘイ 千葉県 26 アリスト(JZS161) 2010学ドリパイロン王子、2011学ドリ４位


