
上松  淳一 SR 関東-3 関根  貴弘 AR4C 関東-1

上松  淳一 AR150-0 関東-1 関山  大輔 AR4C 関東-4

上松  淳一 AR-MiTo R 関東-6 髙砂  健太 AR-MiTo 関東-7

浅利   整 AR150-6 関東-1 高梨  宏幸 AR-MiTo R 関東-5

安藤   隆 MR300 東北-1 高橋  秀昭 SR 関東-5

ｱﾝﾄﾆｵ伊藤 SR 関東-1 髙林  亜生 MR300 関東-1

飯田  信幸 AR-MiTo 関東-5 竹中  哲也 AR-MiTo 関東-3

石井  洋幸 AR4C 関東-3 田中   歩 AR150-2 関西-1

石崎   徹 AR150-1 関東-4 築谷  圭一 MR200 関東-2

磯崎  哲男 AR-MiTo 関東-10 冨田  泰行 AR150-1 関西-3

市村  博紀 AR150-9 関東-2 中嶋  弘文 HTA200 関西-1

猪股  義周 AR150-1 関東-3 中部-2 西澤  嗣哲 AR-MiTo R 関東-4

今田  雅則 MR200 関西-1 西村  哉毅 AR-MiTo 関西-1

内海  直亮 AR200 関東-2 野﨑  達哉 AR-MiTo 関西-2

内海  直亮 AR-MiTo R 関東-8 野中  雄太 MR300 関東-3

岡東  宏直 AR150-3 関東-1 野中  雄太 AR150-4 関東-1

奥口  隆弘 AR-MiTo 関東-1 野村  光男 AR-MiTo R 関東-3

小野  勝明 AR-GLT2R 関東-1 橋本   崇 MR300 関東-4

角野  直輝 AR150-4 九州-1 蓮沼  俊哉 AR150-1 関西-2

加藤  千博 AR250 関西-1 長谷川 宏志 AR150-1 中部-1

加藤  英和 AR-MiTo 関東-9 畑野  賢明 SR 関東-4

川崎  忠和 AR-GLT1 関西-1 馬場   司 AR150-1 関東-2

川﨑  浩道 HSR 関西-1 関東-1 原口  忠治 AR150-1 関東-1

北村  一志 AR150-2 中部-1 Haruo SR 関東-2

工藤  智広 AR150-4 関東-2 穂坂  真一 AR-MiTo R 関東-7 中部-1

工藤  恭大 AR-MiTo 関東-8 本田  真一 MR300 関東-2

黒澤   宏 AR200 関東-1 松井  信繁 AR-MiTo 関西-4

国分   務 MR200 関東-2 松原  史和 AR150-1 関西-1

児玉  博行 AR-MiTo R 関東-2 武藤   大 AR-MiTo 関東-11

斉藤  克康 AR-MiTo 関東-4 森本  孟留 AR150-9 関東-1

齋藤  有希 MR200 関東-1 中部-1 関西-2 森本   聖 AR150-5 関東-1

佐藤  拓哉 AR150-2 東北-1 山﨑  博史 AR150-3 関東-2

柴﨑   明 AR-GLT2 関東-1 山﨑  良介 AR-MiTo 関東-12

下田   浩 AR-MiTo 関東-6 山下   真 AR-MiTo 関西-3

鈴木   尚 AR-MiTo 関東-2 中部-1 山本  直人 AR-GT 中部-1

須永  裕貴 AR4C 関東-2 渡邊  大志 AR150-1 関西-3

瀬上   透 MR200 関東-4

                ALFA ROMEO CHALLENGE 2021  Final
                 全国統一戦 CHAMPION CUP 出場権利獲得者一覧


	A4裏表 (4)

