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エントリー・リスト【チーム／車両／ドライバー】

№ チ ー ム 名 車  両  名 型 式 ドライバー 

 １ エンドレス ＥＮＤＬＥＳＳ ＰＲＩＵＳ ZVW30 眞田睦明 勝俣俊明  

樋口正治 飯塚昭三 

 ２ 大嶋ファミリー＋愛 ＺＥＢＲＡ  

ＤＥＳＩＧＮ ＡＱＵＡ 

NHP10 大嶋輝弘 大嶋佑典  

大嶋浩平 伊藤 淳  

梅田愛一郎 

 ３ ＴＭＳＣチーム 

群馬上州からっ風隊 

ＴＭＳＣ 

上州からっ風隊アクア号 

NHP10 河村武彦 町田知一  

児島彰典 村上浩之 

 ４ ＴＭＳＣ  

with ニュートンランド 

ＴＭＳＣ 

ニュートンランドプリウス３０ 

ZVW30 川部克弥 川部健一  

丸橋憲夫 蒲 眞一  

端山裕司 秋元幸雄 

 ５ ＴＭＳＣ  

with ニュートンランド 

ＴＭＳＣ 

ニュートンランドプリウス２０ 

NHW20 佐藤和美 黒岩善広  

関口和也 上原将幸  

野川 徹 高崎保浩 

 ６ ＴＭＳＣ  

with ニュートンランド 

アイブローズエコプリウス NHW20 宮地浩康 桑原清一  

榎本洋一 橋本 厚  

石田和孝 田村和之 

 ７ ＴＭＳＣ  

ＧＡＺＯＯ Ｒａｃｉｎｇ 

ＴＭＳＣ  

ＧＡＺＯＯ プリウス 

ZVW30 長浜健一 堀川龍雄  

笹林 徹 太田重蔵  

土性 愛 吉橋秀司  

大滝茂徳 松本和之 

 ８ ＴＥ Ｒａｃｉｎｇ ＴＥ Ｒａｃｉｎｇ  

ＰＲＩＵＳ １ 

ZVW30 伊藤大祥 原 賢二  

城所達也 辻 普一  

貫井勇樹 鎮籏幸一  

小山清貴 

 ９ ＴＥ Ｒａｃｉｎｇ ＴＥ Ｒａｃｉｎｇ  

ＰＲＩＵＳ ２ 

ZVW30 渡邉昌子 寺迫広樹  

松田一朗 高岡尚也  

大場靖元 齊藤克礼  

松本雄二 小林寛子  

河合和之 乙武史郎 

１０ Ｔｅａｍ ＳＲ プリウスＧ’Ｓ ZVW30 木村 恩 音川 淳  

中嶋義悟 井口 彰 

１１ イワモト レーシング プリウス ZVW30 片山 俊 中村 誠  

秋山光寿 柳沢尊宏  

木切倉慎哉 鈴木浩二  

杉浦 更 富岡優樹  

塚田和幸 岩本 真 
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エントリー・リスト【チーム／車両／ドライバー】

№ チ ー ム 名 車  両  名 型 式 ドライバー 

１２ ＴＥＡＭ ＡＸＩＡ  

ＮＥＸＴ １号車 

 

プリウス ZVW30 ミカハッキ稔  

トリンドル柳本 

１３ ＴＥＡＭ ＡＸＩＡ  

ＮＥＸＴ ２号車 

プリウス ZVW30 土本賢一 小川貴弘  

甲斐利一 森 智之 

１４ ＴＥＡＭ ＡＸＩＡ  

ＮＥＸＴ ３号車 

アクア NHP10 アイルトン中川  

ステーション渋谷 

１５ ＣｅｎｔｕｒｙＲａｃｉｎｇ トヨタ プリウスＳ NHW20 芹沢拓巳 植松昌樹  

小林和彦 加藤美津子  

西堀圭祐 鈴木茂樹  

鈴木春雪 久保直貴  

秋山広輔 鈴木みゆき  

１６ 栄光自動車倶楽部 栄光自動車倶楽部インサイト ZE 2 中川浩史 三浦匡裕  

岡崎和也 宮前 輔 

１７ ジャラック 

レーシングクラブ１号 

ＪＡＲＡＣ- 

Ｍｉｄｎｉｇｈｔ-７ 

NHP10 北原章雄 阿出川裕子  

大江 洋 大塚智美  

篠崎行秀 湯本義治  

和田健志 

１８ ジャラック 

レーシングクラブ 2 号 

ＪＡＲＡＣ- 

Ｍｉｄｎｉｇｈｔ-８ 

ZVW30 高橋和弘 佐藤博則  

小栗恵子 高橋裕之  

中村隆司 高木敬子  

栗原夏江 

１９ ＪＡＲＡＣ  

ＨＡＲＵＮＡ ３号 

プリウス ZVW30 佐藤利幸 平山景子  

平山剛士 小日向勝美  

浅賀美和子 皆川昭二  

小谷昇司 

２０ プリウスＪＶ 

 

走行過多 元祖プリウス NHW10  藤沼博幸 塚原正英 

２１ Mulsanne motorsports インサイト ブチョえもん号 ＺＥ3 奥津隆弘 青木和巳  

高橋利直 鈴木富世志  

秋鹿耕一 松原眞一  

秋山秀夫 石井均 

２２ ＴＥＡＭ ＴＹ プリウス ZVW30 高橋利幸 梅田和義  

小出崇正 橋本弘二郎 

２３ ＴＭＳＣ千歳自動車 千歳自動車エコプリウス Ⅰ ZVW30 大澤信夫 中嶋拓真  

小林和彦 岡田隆一  

２４ ＴＭＳＣ千歳自動車 ＴＭＳＣ 

トヨタレンタＨ・Ｋプリウス 

NHW20 村上 博  落合和彦  

小林博行 大久保篤史 
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エントリー・リスト【チーム／車両／ドライバー】

№ チ ー ム 名 車  両  名 型 式 ドライバー 

２５ チーム・マイ☆スター マイ☆スター～Ｇ‘Ｓ ZVW30 山下正治 山田芳久  

中村倫道 辻本崇好  

高橋雅文 山崎一平 

２６ Ｔｅａｍ ＣＡＮＵＳ 納車したてのプリウスα ZVW41w  三角武史 井上貴弘  

栗原耕 

遠藤清二 児島高夫  

遠藤理沙 松川ひろい  

島谷部和矢 寺田昌弘 

２７ ガンバレ ヨタ８ トヨタ ZVW30 川崎ひとみ 川崎修司  

山中奈巳 伊藤 靖  

竹林豊泰 

２８ チームクレバーレーシング クレバーレーシングプリウス ZVW30 平塚由紀人 菊池 聡  

土屋 環岡野耕一   

古門久稔 鍋田則和 

２９ チーム東都 プリウス ZVW30 長谷川正雄 柚木宏一郎 

玉造海光 稲川 治  

小池克実 大和田一樹 

３０ Carbon Tras with XaCAR Ｓｉｌｌｋｙ ＰＲＩＵＳ 010 ZVW30 山本晋也 新田正直  

真鍋裕行 込山 勇 

３１ ＣｒａｚｙＣａｒ 

Ｐｒｏｊｅｃｔ Ⅰ 

ＳｕｐｅｒＣｒａｚｙ 

Ｐｒｉｕｓ 

NHW20 川瀬雄大 牛山慧介  

柿澤亮輔 岩田悟志  

大島 享之 山田圭悟 

３２ ＣｒａｚｙＣａｒ 

Ｐｒｏｊｅｃｔ Ⅱ 

ＣｒａｚｙＰｒｉｕｓ ZVW30 久保雅俊 マイク  

ドニク 若林真臣 

３３ ＣｒａｚｙＣａｒ 

Ｐｒｏｊｅｃｔ Ⅲ 

スピンクラッシャーズ  

ＣＡＭＲＹ 

AVV50 山田浩之 前田拓也  

榊原大地 久保玲奈  

羽深直矢 

３４ ＴＫ room  

 

3e-magik ＴＫroom ZVW35 岩倉弘明 柴田宗一 

水谷大介 

３５ チームフリースタイル なんちゃってぷりうす NHW11 池田真一郎 露木ちひろ  

渡辺彰洋 野木秀明  

宇藤宏樹 藤巻由佳里  

淵辺正美 

３６ ＴＥＡＭ ＨＡＴＣ  

with ３ｏａｓｉｓ 

レクサスＣＴ２００ｈ Ｆ  

ＨＡＴＣ 

ZWA10 伊藤 毅 小野田満  

黒田康裕 熊澤良行  

桂 正紀 高木 浩  

宇畑秀広 小宮弘行  

笹田一成 中村真仁 
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エントリー・リスト【チーム／車両／ドライバー】

№ チ ー ム 名 車  両  名 型 式 ドライバー 

３７ TeamFukazawa  

FNK PROJECTwith IIPM 

Ｓ耐 2013 年シリーズ 

参戦するぞ壱号 

NHW20 船木 宏 古川知己  

原 良至  佐藤 力  

山田茂人 

３８ TeamFukazawa  

FNK PROJECTwith HPM 

Ｓ耐 2013 年シリーズ 

参戦するぞ弐号 

ZVW30 采女秀樹 戸高弘幾  

駒木孝有 成田大介 

３９ ＴＡＭＡちゃんアゲアゲの会 アクア ＴＡＭＡちゃん号 NHP10 木村孝徳 木村玉美  

木村亮介三浦雄輝  

山田泰之 

４０ チームＶｉｖａＣ ＶｉｖａＣがエコカー？ ZVW30 山田修平 水落祐一郎  

岩村泰樹 高橋敏明  

小林 卓 

４１ ＴＭＳＣ千歳自動車 千歳自動車エコプリウス Ⅱ ZVW30 福村憲一郎 島崎三樹彦 

柴田将勝 稲玉秀幸 

４２ ＴＭＣ-21Ｙ 武蔵のプリウス ZVW30 谷口俊昭 和泉勝也  

土屋大輔 大高啓吾  

宮田直也 

４３ ＴＥＡＭ ＫＯＲＥＡ ＰＲＩＵＳ ZVW30 KIM Hyung Sun  

PARK Hae Jin  

HEO Pil Seon 

４４  

 

   

４５  

 

   

４６  

 

   

４７  

 

   

４８  

 

   

４９  

 

   

５０  

 

   

 


