
ゼッケンゼッケンゼッケンゼッケン グループグループグループグループ ジャッジジャッジジャッジジャッジ S/RS/RS/RS/R 氏名氏名氏名氏名 所属チーム所属チーム所属チーム所属チーム 来場方法来場方法来場方法来場方法
002 赤-1 １or４ S/R 小谷 晋也 アクセルワーク 積車 年間
7 赤-1 １or４ 石川 隆弘 4X4MESA青垣&オフスタイル 積車 年間
8 赤-1 １or４ 中嶋 哲司　 It's 積車 W1
9 赤-1 １or４ 中川 賢一 Seed Racing 積車
10 赤-1 ２ｏｒ５ S/R 吉田 宏 FARM Racing 積車 年間
11 赤-1 ２ｏｒ５ 大谷 学 ファームレーシング 積車
12 赤-1 ２ｏｒ５ 住　泰行 山師 自走
13 赤-1 ２ｏｒ５ 清水 英孝 津田レーシング 積車
14 赤-1 ３ｏｒ６ S/R 畑中 雅俊 A's racing trial team 積車
15 赤-1 ３ｏｒ６ 宇野 良輔 トレカート 自走 年間
16 赤-1 ３ｏｒ６ 隈元 洋一 カチグミ 積車 W2
17 赤-1 ３ｏｒ６ 高橋 啓介 BulldogPattern 積車
18 赤-2 １or４ S/R 飯田 真也 Seed Racing 自走
19 赤-2 １or４ 植村 達也 JOWS 積車 年間
20 赤-2 １or４ 宮川 康幸 トレカート 自走
21 赤-2 １or４ 福井 瑳久磨 オリジンラボレーシング 積車 W3
003 赤-2 ２ｏｒ５ S/R 村上 大五郎 PISTON　WORKS 自走 年間
22 赤-2 ２ｏｒ５ 堀田 正 マラカス 積車
23 赤-2 ２ｏｒ５ 塘口 研吾 カチグミ 積車
24 赤-2 ２ｏｒ５ 山浦 憲次 マラカス 積車
25 赤-2 ２ｏｒ５ 佐藤 直彦 ゲリラトライアル 積車 年間
26 赤-2 ３ｏｒ６ S/R 青木 泰博 トレカート 自走 年間
27 赤-2 ３ｏｒ６ 内田 睦明 ITS(イルマ・テクニカル・サービス) 積車
28 赤-2 ３ｏｒ６ 山下 幸平 岩間商会 積車
29 赤-2 ３ｏｒ６ 伊藤 輝昭 4x4 CRAZE 積車
30 赤-2 ３ｏｒ６ 大西 秀志　 なんちゃってオフローダー 積車 W4
001 青-1 １or４ S/R 福井 新 オリジンラボレーシング 積車
31 青-1 １or４ 井上 浩孝 トレカート 自走 年間
32 青-1 １or４ 湯浅 高明 It's 積車 W1
33 青-1 １or４ 大城 圭司 ガレージアクト 自走
006 青-1 ２ｏｒ５ S/R 峯岡 英二 オリジンラボレーシング 自走
34 青-1 ２ｏｒ５ 児山 光 COLORS 積車 年間
35 青-1 ２ｏｒ５ 飯田 耕史 カチグミ 積車 W2
36 青-1 ２ｏｒ５ 宮井 裕之 Jointworks 積車
37 青-1 ２ｏｒ５ 亀田 尚広 MO・NA・KAっ！？ 積車
005 青-1 ３ｏｒ６ S/R 山本 真也 Ｔｅａｍ　マラカス 自走
38 青-1 ３ｏｒ６ 小野 明文 イースタンレーシング 積車 年間
39 青-1 ３ｏｒ６ 加藤 善裕 カチグミ 積車
40 青-1 ３ｏｒ６ 山本 啓二 マラカス 積車
41 青-1 ３ｏｒ６ 浦井 輝 TsudaRacing 積車
42 青-2 １or４ S/R 水野 耕路 Red Spirits Racing 積車 年間
43 青-2 １or４ 田中 聡史 Garage Act 積車 年間
44 青-2 １or４ 磯部 真 C-ガッチャ 積車
45 青-2 １or４ 谷 幸男 よろこんで 積車
46 青-2 ２ｏｒ５ S/R 葛谷 昌己 トレカート 自走 年間
47 青-2 ２ｏｒ５ 田中  裕紀 FARM Racing 積車 年間
48 青-2 ２ｏｒ５ 中島 芳昭 よろこんで 積車
49 青-2 ２ｏｒ５ 大西 秀 なんちゃってオフローダー 積車 W4
50 青-2 ３ｏｒ６ S/R 安富 一夫 Team SMAT 自走
51 青-2 ３ｏｒ６ 中村 嘉成 トレカート 自走 年間
52 青-2 ３ｏｒ６ 山本 亮 マラカス 積車
53 青-2 ３ｏｒ６ 西脇 雄平 FARM Racing 積車
54 青-2 ３ｏｒ６ 木崎 利明 team打倒F 積車 年間

計53台 ★赤-1チーム：奥側の山側パドック 自走：13台
★赤-2チーム：奥側の農道側パドック牽引： 0台
★青-1＆2チーム：外周路パドック 積車：40台



クジ番号クジ番号クジ番号クジ番号 チームチームチームチーム 午午午午 前前前前 午午午午 後後後後

1 走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク オフィシャル：４．５．６セクオフィシャル：４．５．６セクオフィシャル：４．５．６セクオフィシャル：４．５．６セク 走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク 休憩休憩休憩休憩

2 走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク 休憩休憩休憩休憩 走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク オフィシャル：１．２．３セクオフィシャル：１．２．３セクオフィシャル：１．２．３セクオフィシャル：１．２．３セク

3 オフィシャル：１．２．３セクオフィシャル：１．２．３セクオフィシャル：１．２．３セクオフィシャル：１．２．３セク 走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク 休憩休憩休憩休憩 走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク

4 休憩休憩休憩休憩 走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク走り：４．５．６セク オフィシャル：４．５．６セクオフィシャル：４．５．６セクオフィシャル：４．５．６セクオフィシャル：４．５．６セク 走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク走り：１．２．３セク

８：３０～１０：２０８：３０～１０：２０８：３０～１０：２０８：３０～１０：２０ 　１０：３５～１２：２５　１０：３５～１２：２５　１０：３５～１２：２５　１０：３５～１２：２５ １３：２５～１５：1５１３：２５～１５：1５１３：２５～１５：1５１３：２５～１５：1５ １５：３０～１７：２０１５：３０～１７：２０１５：３０～１７：２０１５：３０～１７：２０

■タイムキーピング：５４台÷２×４分＝１０８分≒１時間５０分■タイムキーピング：５４台÷２×４分＝１０８分≒１時間５０分■タイムキーピング：５４台÷２×４分＝１０８分≒１時間５０分■タイムキーピング：５４台÷２×４分＝１０８分≒１時間５０分

★御注意①：２０１７年第１戦からクジ引きで一発で決めますので、赤パドックは赤-１（山側）と赤-２（農道側）に分かれますので徹底お願いします。★★御注意①：２０１７年第１戦からクジ引きで一発で決めますので、赤パドックは赤-１（山側）と赤-２（農道側）に分かれますので徹底お願いします。★★御注意①：２０１７年第１戦からクジ引きで一発で決めますので、赤パドックは赤-１（山側）と赤-２（農道側）に分かれますので徹底お願いします。★★御注意①：２０１７年第１戦からクジ引きで一発で決めますので、赤パドックは赤-１（山側）と赤-２（農道側）に分かれますので徹底お願いします。★

★御注意②：青パドックは従来通りですが、後ろの車が出れない等で２重駐車は禁止します。徹底お願いします。★★御注意②：青パドックは従来通りですが、後ろの車が出れない等で２重駐車は禁止します。徹底お願いします。★★御注意②：青パドックは従来通りですが、後ろの車が出れない等で２重駐車は禁止します。徹底お願いします。★★御注意②：青パドックは従来通りですが、後ろの車が出れない等で２重駐車は禁止します。徹底お願いします。★
★御注意③：クジ引きの都合上、例えば・・・今まで無かった赤-１と青-2が走りに成る事もあります。それを熟視してパドックの止め方を各々考えて徹底して下さい。★★御注意③：クジ引きの都合上、例えば・・・今まで無かった赤-１と青-2が走りに成る事もあります。それを熟視してパドックの止め方を各々考えて徹底して下さい。★★御注意③：クジ引きの都合上、例えば・・・今まで無かった赤-１と青-2が走りに成る事もあります。それを熟視してパドックの止め方を各々考えて徹底して下さい。★★御注意③：クジ引きの都合上、例えば・・・今まで無かった赤-１と青-2が走りに成る事もあります。それを熟視してパドックの止め方を各々考えて徹底して下さい。★

関西４×４ゲリラトライアル　２０１７　走行・オフィシャル・休憩　割り振り表関西４×４ゲリラトライアル　２０１７　走行・オフィシャル・休憩　割り振り表関西４×４ゲリラトライアル　２０１７　走行・オフィシャル・休憩　割り振り表関西４×４ゲリラトライアル　２０１７　走行・オフィシャル・休憩　割り振り表

【走り・オフィシャル・休憩　パターン】

競技時間競技時間競技時間競技時間

■１セクの逆走が４セクです。■１セクの逆走が４セクです。■１セクの逆走が４セクです。■１セクの逆走が４セクです。

■２セクの逆走が５セクです。■２セクの逆走が５セクです。■２セクの逆走が５セクです。■２セクの逆走が５セクです。

■３セクの逆走が６セクです。■３セクの逆走が６セクです。■３セクの逆走が６セクです。■３セクの逆走が６セクです。

■ＳＳは、５セクに成ります。■ＳＳは、５セクに成ります。■ＳＳは、５セクに成ります。■ＳＳは、５セクに成ります。
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