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回数 前回参加 タイム指数

1 足立 成彦   滋賀県草津市日本町       /      *CB 400SF( 0〉 / / (  )
2 池田 正樹   京都市左京区上高野 なんでもOK!/なんでもOK!*ZX 9R  ( 9)98/10/25(10128)

3 石田 恵津子  大阪府茨木市総持寺 なんでもOK!/なんでもOK!*ブ ロスPl(37〉 98/11/03(H160)

4 泉 知論    京都市山科区厨子奥 なんでもOK!/なんでもOK!*VT 250 ( 0)/ / (11698)
5 井手 武司   大阪市生野区勝山北 なんでもOK!/なんでもOK!*C3R400RR(43)98/H/08〈 10281)

6 乾 秀也    大阪府東大阪市足代 なんでもOK!/なんでもOK!*RZR 250 ( 5)98/11/03(12234)

7 今西 浩    京都府亀岡市塩屋町 なんでもOK!/なんでもOK!*CBR 400RR(40〉 98/H/08(10330〉

8 岩元 明美   大阪市西区京町堀2 受付主任  /      *ホ ーネット250( 9)98/11/08(13385)

9 宇佐美 智之  大阪市城東区鳴野西 なんでもOK!/なんでもOK!*熟 °―ダ 250( 5)98/11/08(H314)

10 奥村 茂夫   大阪府豊中市三和町 受付統括責任′受付統括責任 *フ
｀
Dス Pl(18)98/11/03(11919)

H 加藤 真    京都市西京区大枝東       /      *KLX 250SR( 0)/ / (  )
12 金子 徳之   神戸市垂水区本多間       /      *NSR 250R S(43)98/11/08(9942)
13 鎌田 光夫   大阪府河内長野市市 なんでもOK!/なんでもOK!*プ ロスPl (36)98/11/08(10232)

14 樟 健二    大阪府茨木市新郡山 なんでもOK!/なんでもOK!*DT 125 ( 2)98/11/08〈 11652)

15 久世 誠二   大阪市淀川区田り|‖ヒ 受付係   /      *ZRX l100( 4)98/11/08(13585)
16 熊田 武生   大阪府堺市鳳南町5 受付係   /      *CBR l100XX( 3)98/10/H(15789)
17 紺木 加恵子  奈良県奈良市東笹鉾 なんでもOK!/なんでもOK!*SRV 250 〈H)98/11/08(12943)

18 杉本 龍哉   大阪府和泉市1自太町       /      *CB 1000SF( 7)98/10/25(H070〉
19 瀬渡 義徳   大阪府高槻市日吉台       /      *SRX 600 (12)97/12/21(10353)
20 高木 博康   大阪府高槻市東上牧 なんでもOK!/なんでもOκ !*NSR 250 ( 8)98/11/08(10169)

21 高木 利華   大阪府吹田市五月ヶ なんでもOK!/なんでもOK!*CPX 400 ( 6)98/10/25(15739)

22 田中 英子   大阪市都島区都島本 なんでもOK!/なんでもOK!*VTR 1000F(18)98/11/08く 13101)

23 田中 みさ子  大阪府枚方市東香里 なんでもOK!/なんでもOK!*ド リオス250( 9)98/H/03(12408)

24 田原 健司   大阪府高槻市西町3       /      *CBR 900RR( 7)98/11/03(11528)
25 丹生谷 岡1   京都市山科区東野八 なんでもOK!/なんでもOK!*NSR 250 ( 2)98/11/08(10807)

26 野口 江理子  大阪市東淀川区小松       /      *セ
｀
ファー400( 0)/ / (  )

27 長谷川 喜也  大阪府松原市天美東 なんでもOK!/なんでもOK!*VFR 750F(71)98/H/08(10642)

28 福谷 元洋   大阪市東成区東今里 受付係   /      *VFR 800 (12)98/11/08(12699)
29 満田 佳寛   京都市左京区松ヶ崎       /マ ーシャル係   *CB 400SF(13)98/11/03(12015)

30 峯松 徹    兵庫県川西市南花屋       /タ イム計測係  *EX‐ 4  (23)98ノ 11/08(10391)

31 安田 緑    大阪府堺市東山 10       /      *ず ファー750( 0)/ / (  )
32 山陰 直樹   大阪府堺市堀上町2 なんでもOK!/なんでもOK!*CB 1000SF( 7)98/07/19(11569)

33 河田 弘毅   大阪府茨木市中村町 インストラクター  /インストラクター  *SDR 200 (53)98/11/08(10418)

34 小林 裕之   神戸市灘区楠丘町6 イヽルト統括者 /指導統括責任 *フ
｀
ロスPl(108)98/11/08(9026)

35 多賀 俊介   京都市上京区元誓願 専属アシスカトST/専属アシスカトST*CB 750F2(16)98/H/08(12472)

36 南 孝一    大阪府枚方市牧野下 専属アシルントST/専属アシスタントST*フ
｀
ロスPl(38)98/11/08(10107)

37 八木 比奈子  大阪府枚方市渚本町 専属アシスカトST/専属アシスカトST*VFR 750F(24)98/H/08(11301〉

38 吉田 司    福井県福井市上北野 専属アシスカトST/専属アシスカトST*CB 750F ( 3〉 98/03/29(H928)

39秋山 登  大阪府高槻市玉り|12専属乃スカトSTチ専属ア減″卜STIプロスPl茉
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