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順位	都道府県	 氏名	 所属

フィギア
1		 沖縄県	 宮城　洋一	 馬天自動車学校
2		 大阪府	 中島　民次	 門真自動車教習所
3		 東京都	 加藤　昭彦	 平和橋自動車教習所
4		 大阪府	 二口　啓一	 光明池自動車教習所
5		 京都府	 岡村　隆之	 デルタ自動車教習所
6		 三重県	 水谷　貴和	 中勢自動車学校
ブレーキング
1		 愛知県	 宮部　弘陽	 中部日本自動車学校
2		 三重県	 山本　　豊	 菰野自動車学校
3		 福岡県	 湯越　嘉寿	 豊前自動車学校
4		 愛知県	 野田　雅之	 享成自動車学校桜町校
5		 愛知県	 島　　敏克	 享成自動車学校
6		 三重県	 清水　　透	 四日市自動車学校
縦列駐車／車庫入れ
1		 沖縄県	 宮城　洋一	 馬天自動車学校
2		 滋賀県	 関屋　慶介	 アヤハ自動車教習所
3		 京都府	 岡村　隆之	 デルタ自動車教習所
4		 島根県	 篠原　克宏	 益田ドライビングスクール
5		 岡山県	 川上　恒夫	 備前自動車岡山教習所
6		 東京都	 加藤　昭彦	 平和橋自動車教習所
コーススラローム
1		 奈良県	 岡田　晴行	 法隆寺自動車教習所
2		 鳥取県	 中本　通昭	 イナバ自動車学校
3		 京都府	 岡村　隆之	 デルタ自動車教習所
4		 大阪府	 白尾　健一	 関目自動車学校
5		 沖縄県	 宮城　洋一	 馬天自動車学校
6		 東京都	 酒谷　　徹	 平和橋自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

ブレーキング
1		 宮城県	 遠藤　晴久	 第一自動車学校
2		 沖縄県	 金城　貴之	 馬天自動車学校
3		 三重県	 井関　俊彦	 三重県南部自動車学校
4		 大阪府	 瀬谷　忠徳	 関目自動車学校
5		 静岡県	 元村　豊樹	 マジオドライビングスクール藤枝
6		 沖縄県	 糸数　　満	 馬天自動車学校
パイロンスラローム
1		 長崎県	 境　　重義	 諫早自動車学校
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
4		 愛知県	 吉田　重博	 中部日本自動車学校
5		 京都府	 高橋　弘次	 デルタ・テクニカルセンター
6		 大阪府	 巻木　順一	 八尾柏原ドライビングスクール
コーススラローム
1		 大阪府	 瀬谷　忠徳	 関目自動車学校
2		 神奈川県	市原　英明	 厚木自動車学校
3		 愛知県	 吉田　重博	 中部日本自動車学校
4		 静岡県	 元村　豊樹	 マジオドライビングスクール藤枝
5		 山口県	 三戸　哲也	 山口県萩自動車学校
6		 滋賀県	 坪井　清文	 アヤハ自動車教習所
一本橋
1		 大阪府	 樋口　好久	 光明池自動車教習所
2		 兵庫県	 長谷　雅文	 阪神ライディングスクール
3		 東京都	 佐々木	勝己	 平和橋自動車教習所
4		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所
5		 奈良県	 椎葉　光輔	 法隆寺自動車教習所
6		 滋賀県	 坪井　清文	 アヤハ自動車教習所
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 京都府	 吉田　秀樹	 山城自動車教習所
2		 福岡県	 柳本　　博	 福岡県自動車学校
3		 大阪府	 二口　啓一	 光明池自動車教習所
フィギア
1		 東京都	 赤坂　　猛	 平和橋自動車教習所
2		 山口県	 中野　秀夫	 山口県萩自動車学校
3		 大阪府	 二口　啓一	 光明池自動車教習所
4		 沖縄県	 宮城　洋一	 馬天自動車学校
5		 大阪府	 山田　英樹	 門真自動車教習所
6		 奈良県	 岡田　晴行	 法隆寺自動車教習所
ブレーキング
1		 島根県	 濱村　光弘	 出雲高等自動車教習所
2		 京都府	 吉田　秀樹	 山城自動車教習所
3		 徳島県	 藤田　知紀	 鳴門自動車教習所
4		 三重県	 早川　裕康	 四日市自動車学校
5		 福岡県	 柳本　　博	 福岡県自動車学校
6		 大阪府	 梶田　好博	 茨木ドライビングスクール
縦列駐車／車庫入れ
1		 埼玉県	 図師　賢二	 レインボーモータースクール和光
2		 大阪府	 二口　啓一	 光明池自動車教習所
3		 福岡県	 柳本　　博	 福岡県自動車学校
4		 大阪府	 牛ノ濱	浩一	 八尾柏原ドライビングスクール
5		 京都府	 吉田　秀樹	 山城自動車教習所
6		 京都府	 梅垣　英樹	 山城自動車教習所
コーススラローム
1		 福岡県	 松本　信二	 レインボーモータースクール福岡
2		 山口県	 大枝　　桂	 山口県萩自動車学校
3		 大阪府	 山田　英樹	 門真自動車教習所
4		 京都府	 増田　広胤	 デルタ自動車教習所
5		 神奈川県	高橋　修司	 コヤマドライビングスクール綱島
6		 静岡県	 松村　和信	 マジオドライビングスクール藤枝

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 三重県	 田中　美彦	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
ブレーキング
1		 大阪府	 瀬谷　忠徳	 関目自動車学校
2		 滋賀県	 小寺　　神	 アヤハ自動車教習所
3		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所
4		 愛知県	 山口　　暁	 クラウン自動車学校
5		 三重県	 田中　美彦	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
6		 長崎県	 高原　一暢	 島原自動車学校
パイロンスラローム
1		 静岡県	 大島　俊輔	 レインボーライディングスクール浜松
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 三重県	 田中　美彦	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
4		 静岡県	 大島　一郎	 レインボーライディングスクール浜松
5		 東京都	 山口　博行	 平和橋自動車教習所
6		 京都府	 山下　恵嗣	 デルタ・テクニカルセンター
コーススラローム
1		 大阪府	 泉　　聡一	 レインボーライディングスクール大阪
2		 三重県	 田中　美彦	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
3		 静岡県	 大島　俊輔	 レインボーライディングスクール浜松
4		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
5		 大阪府	 瀬谷　忠徳	 関目自動車学校
6		 京都府	 山下　恵嗣	 デルタ・テクニカルセンター
一本橋
1		 大阪府	 樋口　好久	 光明池自動車教習所
2		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所
3		 静岡県	 元村　豊樹	 マジオドライビングスクール藤枝
4		 滋賀県	 小寺　　神	 アヤハ自動車教習所
5		 静岡県	 大島　俊輔	 レインボーライディングスクール浜松
6		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 福岡県	 藤山　友二	 レインボーモータースクール福岡
2		 東京都	 佐々木	勝己	 平和橋自動車教習所
3		 東京都	 髙橋　隆之	 平和橋自動車教習所
フィギア
1		 大阪府	 森　　裕樹	 八尾柏原ドライビングスクール
2		 大阪府	 隈野　　明	 光明池自動車教習所
3		 東京都	 佐々木	勝己	 平和橋自動車教習所
4		 福岡県	 藤山　友二	 レインボーモータースクール福岡
5		 京都府	 木村　昌弘	 デルタ四条自動車教習所
6		 奈良県	 西村　景一	 法隆寺自動車教習所
ブレーキング
1		 福岡県	 湯越　嘉寿	 豊前自動車学校
2		 長野県	 三浦　嘉人	 諏訪中央自動車学校
3		 福岡県	 藤山　友二	 レインボーモータースクール福岡
4		 静岡県	 薗　　貴司	 マジオドライビングスクール藤枝
5		 東京都	 内田	力太郎	 町田自動車教習所
6		 愛知県	 梅田　保司	 岡崎南自動車学校
縦列駐車／車庫入れ
1		 福岡県	 松本　信二	 レインボーモータースクール福岡
2		 滋賀県	 三口　　清	 月の輪自動車教習所
3		 福岡県	 藤山　友二	 レインボーモータースクール福岡
4		 東京都	 佐々木	勝己	 平和橋自動車教習所
5		 滋賀県	 石塚　勝也	 月の輪自動車教習所
6		 徳島県	 濱本　幸伯	 富岡自動車学校
コーススラローム
1		 東京都	 佐々木	勝己	 平和橋自動車教習所
2		 大阪府	 桒木　俊一	 阪和鳳自動車学校
3		 福岡県	 湯越　嘉寿	 豊前自動車学校
4		 福岡県	 藤山　友二	 レインボーモータースクール福岡
5		 静岡県	 薗　　貴司	 マジオドライビングスクール藤枝
6		 大阪府	 隈野　　明	 光明池自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 静岡県	 下浦	紀世人	 レインボーライディングスクール浜松
2		 埼玉県	 泉　　聡一	 レインボーモータースクール和光
3		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂
ブレーキング
1		 長野県	 佐藤	和加子	 ドリームモータースクール昭和
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 沖縄県	 細原　直樹	 糸満自動車学校
4		 大阪府	 稲岡　正昭	 寝屋川自動車教習所
5		 三重県	 竹内　　淳	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
6		 京都府	 大西　勝久	 山城自動車教習所
パイロンスラローム
1		 埼玉県	 四方　　聡	 レインボーモータースクール和光
2		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
3		 静岡県	 下浦	紀世人	 レインボーライディングスクール浜松
4		 埼玉県	 泉　　聡一	 レインボーモータースクール和光
5		 静岡県	 山下　　広	 レインボーライディングスクール浜松
6		 千葉県	 日下部	範生	 成田自動車教習所
コーススラローム
1		 三重県	 前中　　明	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
2		 大阪府	 榎　　　明	 茨木ドライビングスクール
3		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
4		 静岡県	 下浦	紀世人	 レインボーライディングスクール浜松
5		 京都府	 小林　直人	 伏見・テクニカルセンター
6		 山口県	 三戸　哲也	 山口県萩自動車学校
一本橋
1		 静岡県	 下浦	紀世人	 レインボーライディングスクール浜松
2		 埼玉県	 四方　　聡	 レインボーモータースクール和光
3		 静岡県	 元村　豊樹	 マジオドライビングスクール藤枝
4		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
5		 滋賀県	 夜久　峰夫	 月の輪自動車教習所
6		 愛知県	 近藤　直人	 クラウン自動車学校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 東京都	 内田	力太郎	 町田自動車教習所
2		 埼玉県	 黒岩　　寛	 レインボーモータースクール和光
3		 大阪府	 鉢嶺　博和	 寝屋川自動車教習所
4		 長野県	 落合　　誠	 ドリームモータースクール昭和
5		 福岡県	 藤山　友二	 レインボーモータースクール福岡
6		 福岡県	 森本　恭生	 レインボーモータースクール福岡
フィギア
1		 滋賀県	 山崎　一馬	 月の輪自動車教習所
2		 埼玉県	 黒岩　　寛	 レインボーモータースクール和光
3		 滋賀県	 鵜飼　拓郎	 アヤハ栗東自動車教習所
4		 埼玉県	 山本　元司	 レインボーモータースクール和光
5		 山口県	 中野　秀夫	 山口県萩自動車学校
6		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所
ブレーキング
1		 滋賀県	 橋本　哲也	 佐和山自動車教習所
2		 福岡県	 森本　恭生	 レインボーモータースクール福岡
3		 東京都	 内田	力太郎	 町田自動車教習所
4		 三重県	 川口　泰生	 名張自動車学校
5		 徳島県	 三ッ本	浩明	 千松自動車教習所
6		 東京都	 鈴木　健弘	 平和橋自動車教習所
縦列駐車／車庫入れ
1		 京都府	 吉田　寿雄	 デルタ自動車四条教習所
2		 宮城県	 小山　　淳	 東部自動車学校
3		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校
4		 福岡県	 森本　恭生	 レインボーモータースクール福岡
5		 東京都	 内田	力太郎	 町田自動車教習所
6		 東京都	 蔀　　許治	 西武自動車学校
コーススラローム
1		 沖縄県	 新垣　昌彦	 馬天自動車学校
2		 埼玉県	 黒岩　　寛	 レインボーモータースクール和光
3		 滋賀県	 鵜飼　拓郎	 アヤハ栗東自動車教習所
4		 大阪府	 石塚　義彦	 大阪サヤマ自動車学院
5		 京都府	 角田　孝司	 デルタ自動車四条教習所
6		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
2		 埼玉県	 泉　　聡一	 レインボーモータースクール和光
3		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
4		 神奈川県	富永　基裕	 セパルライディングスクール橋本
5		 鹿児島県	舞田　康之	 マジオドライビングスクール麑城
6		 福岡県	 松本　信二	 レインボーモータースクール福岡
ブレーキング
1		 滋賀県	 夜久　峰夫	 月の輪自動車教習所
2		 大阪府	 藤井　康之	 オリックス市岡ドライビングスクール
3		 千葉県	 石山　直樹	 成田自動車教習所
4		 東京都	 會場　祥雄	 平和橋自動車教習所
5		 東京都	 青木　　洋	 平和橋自動車教習所
6		 大阪府	 夛田　佳司	 関目自動車学校
パイロンスラローム
1		 埼玉県	 四方　　聡	 レインボーモータースクール和光
2		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂
3		 静岡県	 大島　一郎	 レインボーライディングスクール浜松
4		 静岡県	 下浦	紀世人	 レインボーライディングスクール浜松
5		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
6		 京都府	 小林　直人	 伏見・テクニカルセンター
コーススラローム
1		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
2		 福岡県	 五十嵐　正	 レインボーモータースクール福岡
3		 大阪府	 榎　　　明	 茨木ドライビングスクール
4		 静岡県	 下浦	紀世人	 レインボーライディングスクール浜松
5		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
6		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
6		 京都府	 大村　　真	 デルタ・テクニカルセンター
一本橋
1		 千葉県	 日下部	範生	 成田自動車教習所
2		 静岡県	 下浦	紀世人	 レインボーライディングスクール浜松
3		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
4		 鹿児島県	舞田　康之	 マジオドライビングスクール麑城
5		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂
6		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 宮元　貴司	 月の輪自動車教習所
2		 岐阜県	 新留　慎也	 マジオドライビングスクール大垣
3		 福岡県	 森本　恭生	 レインボーモータースクール福岡
4		 東京都	 小野寺	一也	 平和橋自動車教習所
5		 沖縄県	 宮城　洋一	 馬天自動車学校
6		 鹿児島県	南　　健司	 マジオドライビングスクール麑城
フィギア
1		 山口県	 中野　秀夫	 山口県萩自動車学校
2		 東京都	 碓井　正男	 町田自動車教習所
3		 滋賀県	 宮元　貴司	 月の輪自動車教習所
4		 千葉県	 舘野　俊彦	 成田自動車教習所
5		 徳島県	 豊丸　勝美	 富岡自動車学校
6		 徳島県	 米澤　健二	 徳島中央自動車教習所
ブレーキング
1		 徳島県	 三ッ本	浩明	 千松自動車教習所
2		 静岡県	 薗　　貴司	 マジオドライビングスクール藤枝
3		 京都府	 梅垣　英樹	 山城自動車教習所
4		 大阪府	 川端　尚行	 大阪サヤマ自動車学院
5		 徳島県	 長尾　宗和	 富岡自動車学校
6		 大阪府	 木岡　正樹	 寝屋川自動車教習所
縦列駐車／車庫入れ
1		 沖縄県	 宮城　洋一	 馬天自動車学校
2		 東京都	 内田	力太郎	 町田自動車教習所
3		 滋賀県	 宮元　貴司	 月の輪自動車教習所
4		 山口県	 中野　秀夫	 山口県萩自動車学校
5		 東京都	 小野寺	一也	 平和橋自動車教習所
6		 東京都	 碓井　正男	 町田自動車教習所
コーススラローム
1		 福岡県	 森本　恭生	 レインボーモータースクール福岡
2		 千葉県	 前田　義徳	 成田自動車教習所
3		 埼玉県	 大澤　譲司	 レインボーモータースクール和光
4		 沖縄県	 宮城　洋一	 馬天自動車学校
5		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール昭和
6		 岐阜県	 新留　慎也	 マジオドライビングスクール大垣

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
2		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂
3		 静岡県	 中西　正孝	 レインボーライディングスクール浜松
4		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
5		 京都府	 滝口　　十	 伏見・テクニカルセンター
6		 福岡県	 久保　　明	 レインボーモータースクール福岡
ブレーキング
1		 千葉県	 藤本　浩司	 成田自動車教習所
2		 奈良県	 藤村　素行	 法隆寺自動車教習所
3		 埼玉県	 小新井　尚	 レインボーモータースクール和光
4		 大阪府	 吉良　朋仁	 茨木ドライビングスクール
5		 山梨県	 坂本　恵一	 湯村自動車学校
6		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
パイロンスラローム
1		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
2		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
3		 京都府	 小林　直人	 伏見・テクニカルセンター
4		 福岡県	 馬場　康仁	 レインボーモータースクール福岡
5		 福岡県	 栗之丸	吉朗	 おんが自動車学校
6		 長崎県	 境　　重義	 諫早自動車学校
コーススラローム
1		 三重県	 前中　　明	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
2		 大阪府	 榎　　　明	 茨木ドライビングスクール
3		 三重県	 竹内　　淳	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
4		 北海道	 清水　光司	 麻生自動車学校
5		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
6		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所
一本橋
1		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
2		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
3		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂
4		 東京都	 丸山　真史	 平和橋自動車教習所
5		 大阪府	 榎　　　明	 茨木ドライビングスクール
6		 京都府	 大村　　真	 デルタ・テクニカルセンター
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 奈良県	 岡田　晴行	 法隆寺自動車教習所
2		 千葉県	 舘野　俊彦	 成田自動車教習所
3		 埼玉県	 河野	雄一郎	 レインボーモータースクール和光
4		 京都府	 村田　　啓	 デルタ自動車四条教習所
5		 滋賀県	 石塚　勝也	 月の輪自動車教習所
6		 大阪府	 西田　昌広	 茨木ドライビングスクール
フィギア
1		 東京都	 千葉　尚祐	 平和橋自動車教習所
2		 東京都	 加藤　　謙	 平和橋自動車教習所
3		 滋賀県	 石塚　勝也	 月の輪自動車教習所
4		 京都府	 赤島　栄司	 山城自動車教習所
5		 沖縄県	 豊里　秀明	 馬天自動車学校
6		 大阪府	 二口　啓一	 光明池自動車教習所
ブレーキング回避
1		 京都府	 村田　　啓	 デルタ自動車四条教習所
2		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
3		 滋賀県	 岡本　有史	 アヤハ水口自動車教習所
4		 大阪府	 西田　昌広	 茨木ドライビングスクール
5		 石川県	 畑　　博昭	 石川県加南自動車学校
6		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
縦列駐車／車庫入れ
1		 滋賀県	 石塚　勝也	 月の輪自動車教習所
2		 東京都	 千葉　尚祐	 平和橋自動車教習所
3		 滋賀県	 上林　稔幸	 月の輪自動車教習所
4		 鹿児島県	白井　克宏	 マジオドライビングスクール麑城
5		 京都府	 村田　　啓	 デルタ自動車四条教習所
6		 大阪府	 近藤　　勉	 茨木ドライビングスクール
コーススラローム
1		 埼玉県	 河野	雄一郎	 レインボーモータースクール和光
2		 奈良県	 岡田　晴行	 法隆寺自動車教習所
3		 群馬県	 越澤　智一	 館林自動車教習所
4		 大阪府	 西田　昌広	 茨木ドライビングスクール
5		 栃木県	 岩崎　大志	 宇都宮中央自動車教習所
6		 沖縄県	 豊里　秀明	 馬天自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂校
2		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
3		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
4		 大阪府	 長谷　雅文	 関目自動車学校
5		 東京都	 永井　基央	 尾久自動車学校
6		 福岡県	 久保　　明	 レインボーモータースクール福岡
ブレーキング
1		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 大阪府	 榎　　　明	 茨木ドライビングスクール
4		 山口県	 久永　隆一	 山陽自動車学校
5		 福岡県	 森本　恭生	 レインボーモータースクール福岡
6		 愛知県	 三矢　拓弥	 享成自動車学校桜町校
パイロンスラローム
1		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
2		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂校
3		 山口県	 近崎　満紀	 光自動車学校
4		 神奈川県	木戸口	昌司	 厚木自動車学校
5		 埼玉県	 古賀	文二郎	 レインボーモータースクール和光
6		 静岡県	 中西　正孝	 レインボーライディングスクール浜松
コーススラローム
1		 福岡県	 久保　　明	 レインボーモータースクール福岡
2		 沖縄県	 新垣　昌彦	 馬天自動車学校
3		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
4		 沖縄県	 仲原　英久	 津嘉山自動車学校
5		 大阪府	 坂井　康修	 関目自動車学校
6		 徳島県	 大下　佳洋	 徳島中央自動車教習所
一本橋
1		 東京都	 遠藤　孝典	 平和橋自動車教習所
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
4		 京都府	 奥　　忠司	 山城自動車教習所
5		 京都府	 大村　　真	 デルタ・テクニカルセンター
6		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 埼玉県	 中村　真澄	 レインボーモータースクール和光
2		 京都府	 吉川　和良	 山城田辺自動車学校
3		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
4		 福岡県	 五十嵐　正	 レインボーモータースクール福岡
5		 京都府	 一庵　晶哉	 山城田辺自動車学校
6		 徳島県	 栗本　雅宣	 千松自動車教習所
フィギア
1		 埼玉県	 中村　真澄	 レインボーモータースクール和光
2		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
3		 福岡県	 村瀬　康祐	 レインボーモータースクール福岡
4		 京都府	 和田　正弘	 山城自動車学校
5		 京都府	 吉川　和良	 山城田辺自動車学校
6		 大阪府	 森　　裕樹	 八尾柏原ドライビングスクール
ブレーキング回避
1		 京都府	 一庵　晶哉	 山城田辺自動車学校
2		 滋賀県	 奥井　清司	 長浜自動車学校
3		 大阪府	 森　　裕樹	 八尾柏原ドライビングスクール
4		 福岡県	 五十嵐　正	 レインボーモータースクール福岡
5		 長野県	 赤羽　　学	 岡谷自動車学校
6		 京都府	 村田　　啓	 デルタ自動車四条教習所
縦列駐車／車庫入れ
1		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
2		 埼玉県	 中村　真澄	 レインボーモータースクール和光
3		 東京都	 宮﨑　　大	 平和橋自動車教習所
4		 大阪府	 佐藤　　忍	 ネヤガワドライビングスクール
5		 大阪府	 森　　裕樹	 八尾柏原ドライビングスクール
6		 奈良県	 藤村　素行	 法隆寺自動車教習所
コーススラローム
1		 京都府	 村田　　啓	 デルタ自動車四条教習所
2		 長野県	 落合　　誠	 ドリームモータースクール昭和校
3		 大阪府	 高島　慎志	 八尾自動車教習所
4		 青森県	 猪股　直仁	 青森モータースクール
5		 東京都	 宮﨑　　大	 平和橋自動車教習所
6		 神奈川県	後藤　輝美	 藤沢高等自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂校
2		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
3		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
4		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
5		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
6		 三重県	 荒川　基之	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
ブレーキング
1		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
2		 静岡県	 中村　昌世	 浜名湖自動車学校
3		 東京都	 清水　　晃	 尾久自動車学校
4		 京都府	 小林　直人	 伏見・テクニカルセンター
5		 宮城県	 戸塚　久貴	 奥羽自動車学校
6		 岐阜県	 酒井　健児	 飛騨自動車学校
6		 大阪府	 橋口　睦美	 茨木ドライビングスクール
6		 鹿児島県	吉冨　誠治	 マジオドライビングスクール麑城
パイロンスラローム
1		 滋賀県	 森本　友樹	 月の輪自動車教習所
2		 福岡県	 栗之丸	吉朗	 おんが自動車学校
3		 大阪府	 森　　正臣	 ネヤガワドライビングスクール
4		 長野県	 小林　健二	 ドリームモータースクール昭和校
5		 大阪府	 近藤　　勉	 茨木ドライビングスクール
6		 三重県	 荒川　基之	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
コーススラローム
1		 三重県	 荒川　基之	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
2		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
3		 静岡県	 中西　正孝	 レインボーライディングスクール浜松
4		 京都府	 小林　直人	 伏見・テクニカルセンター
5		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂校
6		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
一本橋
1		 東京都	 土橋　　裕	 平和橋自動車教習所
2		 埼玉県	 内本　　守	 レインボーモータースクール和光
3		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂校
4		 埼玉県	 古賀	文二郎	 レインボーモータースクール和光
5		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
6		 東京都	 小野寺	一也	 平和橋自動車教習所
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
2		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
3		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール昭和校
4		 京都府	 和田　正弘	 山城自動車教習所
5		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校
6		 滋賀県	 小寺　智範	 月の輪自動車教習所
フィギア
1		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
2		 京都府	 和田　正弘	 山城自動車教習所
3		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校
4		 青森県	 石田　　薫	 青森モータースクール
5		 埼玉県	 大澤　譲司	 レインボーモータースクール和光
6		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
ブレーキング回避
1		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
2		 愛知県	 時田　竜治	 星が丘自動車学校
3		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール昭和校
4		 京都府	 浅田　智茂	 山城自動車教習所
5		 宮城県	 安倍　一人	 奥羽自動車学校
6		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
縦列駐車／車庫入れ
1		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
2		 滋賀県	 小寺　智範	 月の輪自動車教習所
3		 青森県	 白戸	亜由美	 弘前モータースクール
4		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
5		 京都府	 近藤　兼一	 デルタ自動車四条教習所
6		 京都府	 和田　正弘	 山城自動車教習所
コーススラローム
1		 埼玉県	 黒岩　　寛	 レインボーモータースクール和光
2		 福岡県	 村瀬　康祐	 レインボーモータースクール福岡
3		 京都府	 一庵　晶哉	 山城田辺自動車学校
4		 静岡県	 羽谷　友一	 浜名湖自動車学校
5		 東京都	 深谷　祐樹	 平和橋自動車教習所
6		 滋賀県	 小寺　智範	 月の輪自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
3		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
4		 福岡県	 栗之丸	吉朗	 おんが自動車学校
5		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
6		 東京都	 丸山　真史	 平和橋自動車教習所
ブレーキング
1		 三重県	 井関　俊彦	 三重県南部自動車学校
2		 岐阜県	 石倉　裕也	 マジオドライビングスクール大垣
3		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
4		 山口県	 近﨑　満紀	 光自動車学校
5		 東京都	 丸山　真史	 平和橋自動車教習所
6		 兵庫県	 木曽田	智弘	 阪神ライディングスクール
パイロンスラローム
1		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2		 福岡県	 栗之丸	吉朗	 おんが自動車学校
3		 京都府	 新宮　　悟	 デルタ・テクニカルセンター
4		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
5		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
6		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
コーススラローム
1		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2		 福岡県	 栗之丸	吉朗	 おんが自動車学校
3		 福岡県	 久保　　明	 レインボーモータースクール福岡
4		 京都府	 西田　　聖	 デルタ・テクニカルセンター
5		 三重県	 荒川　基之	 鈴鹿サーキットモーターサイクルスクール
6		 大阪府	 近藤　　勉	 茨木ドライビングスクール
一本橋
1		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
2		 東京都	 丸山　真史	 平和橋自動車教習所
3		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
4		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
5		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
6		 滋賀県	 澤田　儒爵	 月の輪自動車教習所
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
2		 埼玉県	 古賀	文二郎	 レインボーモータースクール和光
3		 埼玉県	 内本　　守	 レインボーモータースクール和光
ブレーキング
1		 埼玉県	 古賀	文二郎	 レインボーモータースクール和光
2		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
3		 長崎県	 境　　重義	 諫早自動車学校
パイロンスラローム
1		 埼玉県	 内本　　守	 レインボーモータースクール和光
2		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
3		 埼玉県	 古賀	文二郎	 レインボーモータースクール和光

順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2		 神奈川県	吉澤　寿栄	 セパルライディングスクール橋本
3		 福岡県	 久保　　明	 レインボーモータースクール福岡
一本橋
1		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
2		 神奈川県	吉澤　寿栄	 セパルライディングスクール橋本
3		 埼玉県	 内本　　守	 レインボーモータースクール和光

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
2		 東京都	 土橋　　裕	 平和橋自動車教習所
3		 長野県	 馬場　裕司	 ドリームモータースクール須坂校
4		 滋賀県	 馬野　敬徳	 アヤハ水口自動車教習所
5		 滋賀県	 河端　淳史	 アヤハ自動車教習所
6		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
フィギア
1		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
2		 長野県	 丸山　圭一	 ドリームモータースクール須坂校
3		 長野県	 桑原　次夫	 ドリームモータースクール昭和校
4		 長野県	 宮澤　輝憲	 ドリームモータースクール昭和校
5		 滋賀県	 河端　淳史	 アヤハ自動車教習所
6		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
ブレーキング回避
1		 徳島県	 笹田　泰行	 千松自動車教習所
2		 兵庫県	 大西　崇哲	 東播自動車学校
3		 東京都	 川島　章吾	 ラヴィドライビングスクール蒲田
4		 愛知県	 井戸　麻貴	 城北自動車学校
5		 福岡県	 井上　心平	 福岡県自動車学校
6		 東京都	 土橋　　裕	 平和橋自動車教習所
縦列駐車／車庫入れ
1		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
2		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
3		 東京都	 土橋　　裕	 平和橋自動車教習所
4		 滋賀県	 河端　淳史	 アヤハ自動車教習所
5		 滋賀県	 馬野　敬徳	 アヤハ水口自動車教習所
6		 長野県	 馬場　裕司	 ドリームモータースクール須坂校
コーススラローム
1		 埼玉県	 河野	雄一郎	 レインボーモータースクール和光
2		 大阪府	 今村　　肇	 枚方自動車教習所
3		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
4		 京都府	 江口　隆司	 宝池自動車教習所
5		 東京都	 土橋　　裕	 平和橋自動車教習所
6		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 大阪府	 森　　正臣	 ネヤガワドライビングスクール
2		 長野県	 中澤　祐一	 ドリームモータースクール昭和校
3		 滋賀県	 澤田　儒爵	 月の輪自動車教習所
4		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
5		 滋賀県	 三口　　清	 月の輪自動車教習所
6	 愛知県	 山下　貴久	 愛知県岡崎自動車学校
ブレーキング
1		 山口県	 藤岡　宏行	 山口県綜合自動車学校
2		 山梨県	 坂本　恵一	 湯村自動車学校
3		 大阪府	 坂井　康修	 茨木ドライビングスクール
4		 長野県	 中澤　祐一	 ドリームモータースクール昭和校
5		 大阪府	 藤井　康之	 オリックス市岡ドライビングスクール
6		 山口県	 三戸　哲也	 山口県萩自動車学校
パイロンスラローム
1		 大阪府	 森　　正臣	 ネヤガワドライビングスクール
2		 滋賀県	 澤田　儒爵	 月の輪自動車教習所
3		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
4		 滋賀県	 三口　　清	 月の輪自動車教習所
5		 長野県	 小林　健二	 ドリームモータースクール昭和校
6		 愛知県	 山下　貴久	 愛知県岡崎自動車学校
コーススラローム
1		 長野県	 小林　健二	 ドリームモータースクール昭和校
2		 滋賀県	 澤田　儒爵	 月の輪自動車教習所
3		 宮城県	 赤畑　彰頼	 気仙沼中央自動車教習所
4		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
5		 長野県	 中澤　祐一	 ドリームモータースクール昭和校
6		 大阪府	 森　　正臣	 ネヤガワドライビングスクール
一本橋
1		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
2		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
3		 京都府	 吉岡　武人	 山城自動車教習所
4		 愛知県	 山下　貴久	 愛知県岡崎自動車学校
5		 大阪府	 森　　正臣	 ネヤガワドライビングスクール
6		 兵庫県	 井田　　光	 東播自動車学校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
2		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
3		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
ブレーキング
1		 愛媛県	 赤松　　篤	 第一自動車教習所
2		 東京都	 住谷　一樹	 平和橋自動車教習所
3		 静岡県	 仲田　典生	 レインボーライディングスクール浜松
パイロンスラローム
1		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
3		 大阪府	 森　　正臣	 ネヤガワドライビングスクール

順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
2		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール須坂校
3		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
一本橋
1		 京都府	 新宮　　悟	 デルタ・テクニカルセンター
2		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
3		 愛知県	 山下　貴久	 岡崎自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 馬野　敬徳	 アヤハ水口自動車教習所
2		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校
3		 長野県	 小林　　純	 ドリームモータースクール昭和校
4		 長野県	 丸山　圭一	 ドリームモータースクール須坂校
5		 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
6		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
フィギア
1		 青森県	 宮川　輝視	 青森モータースクール
2		 滋賀県	 馬野　敬徳	 アヤハ水口自動車教習所
3		 京都府	 浅田　智茂	 山城自動車教習所
4		 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
5		 長野県	 落合　　誠	 ドリームモータースクール昭和校
6		 京都府	 村田　　啓	 デルタ自動車四条教習所
ブレーキング回避
1		 大分県	 有永　直也	 大分東自動車学校
2		 兵庫県	 大堀　隆裕	 杭瀬自動車学校
3		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校
4		 兵庫県	 大西　崇哲	 東播自動車教習所
5		 京都府	 森下　誠天	 山城田辺自動車学校
6		 東京都	 佐野　和弘	 平和橋自動車教習所
縦列駐車／車庫入れ
1		 滋賀県	 山本　拓也	 月の輪自動車教習所
2		 長野県	 小林　　純	 ドリームモータースクール昭和校
3		 京都府	 村田　　啓	 デルタ自動車四条教習所
4		 山口県	 山田　弘幸	 光自動車学校
5		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校
6		 滋賀県	 佐倉　寛治	 月の輪自動車教習所
コーススラローム
1		 東京都	 松本　直也	 ラヴィドライビングスクール蒲田
2		 埼玉県	 黒岩　　寛	 レインボーモータースクール和光
3		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
4		 長野県	 馬場　裕司	 ドリームモータースクール須坂校
5		 滋賀県	 馬野　敬徳	 アヤハ水口自動車教習所
6		 滋賀県	 和泉　巧一	 滋賀県自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
2		 京都府	 荒木　　直	 宝池自動車教習所
3		 群馬県	 進藤　将尚	 館林自動車教習所
4		 京都府	 小林　直人	 伏見・テクニカルセンター
5		 愛知県	 安岡　丈仁	 岡崎自動車学校
6		 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
ブレーキング
1		 愛知県	 籔本　　自	 トヨタ中央自動車学校
2		 神奈川県	中脇　仁哉	 セパルライディングスクール橋本
3		 福岡県	 廣崎　　敦	 アイルモータースクール豊前
4		 宮城県	 赤畑　彰頼	 気仙沼中央自動車教習所
5		 群馬県	 青木　孝行	 館林自動車教習所
6		 愛知県	 川上　康範	 星が丘自動車学校
パイロンスラローム
1		 長野県	 小林　健二	 ドリームモータースクール昭和校
2		 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
3		 京都府	 小林　直人	 伏見・テクニカルセンター
4		 大阪府	 山部　進也	 ネヤガワドライビングスクール
5		 滋賀県	 宮元　貴司	 月の輪自動車教習所
6		 京都府	 荒木　　直	 宝池自動車教習所
コーススラローム
1		 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
2		 長野県	 小林　健二	 ドリームモータースクール昭和校
3		 群馬県	 進藤　将尚	 館林自動車教習所
4		 愛知県	 安岡　丈仁	 岡崎自動車学校
5		 山口県	 堺　　亮太	 山口県湯田自動車学校
6		 滋賀県	 安宅　俊彦	 アヤハ自動車教習所
一本橋
1		 大阪府	 藤井　康之	 オリックスドライビングスクール弁天町
2		 京都府	 吉田　研悟	 宝池自動車教習所
3		 長崎県	 前田　貴紀	 浦上自動車学校
4		 京都府	 荒木　　直	 宝池自動車教習所
5		 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
6		 兵庫県	 井田　　光	 東播自動車学校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
ブレーキング
1		 滋賀県	 松本　　学	 アヤハ自動車教習所
2		 東京都	 櫻澤　甲介	 新東京自動車教習所
3		 東京都	 永井　基央	 尾久自動車学校
パイロンスラローム
1		 滋賀県	 杉田　　知	 滋賀県自動車教習所
2		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
3		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
コーススラローム
1		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
2		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
一本橋
1		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2		 埼玉県	 古賀	文二郎	 レインボーモータースクール和光
3		 福岡県	 栗之丸	吉朗	 おんが自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 河端　淳史	 アヤハ自動車教習所
2		 京都府	 吉田　寿雄	 デルタ自動車四条教習所
3		 京都府	 大野　真博	 デルタ自動車四条教習所
フィギア
1		 滋賀県	 河端　淳史	 アヤハ自動車教習所
2		 京都府	 片山　昌昭	 山城田辺自動車学校
3		 埼玉県	 黒岩　　寛	 レインボーモータースクール和光
ブレーキング回避
1		 大阪府	 岡市　幸芳	 大阪香里自動車教習所
2		 富山県	 平野　敦之	 黒部自動車学校
3		 京都府	 吉田　寿雄	 デルタ自動車四条教習所
縦列駐車／車庫入れ
1		 滋賀県	 河端　淳史	 アヤハ自動車教習所
2		 長野県	 宮澤　輝憲	 ドリームモータースクール昭和校
3		 京都府	 片山　昌昭	 山城田辺自動車学校
コーススラローム
1		 埼玉県	 黒岩　　寛	 レインボーモータースクール和光
2		 滋賀県	 河端　淳史	 アヤハ自動車教習所
3		 東京都	 関　　貴博	 金町自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 愛知県	 安岡　丈仁	 岡崎自動車学校
2		 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
3		 兵庫県	 八嶋　康則	 東播自動車教習所
4		 山口県	 三戸　哲也	 山口県萩自動車学校
5		 京都府	 吉田　研悟	 宝池自動車教習所
6		 長崎県	 前田　貴紀	 浦上自動車学校
ブレーキング
1		 東京都	 澤村　一貴	 ラヴィドライビングスクール蒲田
2		 長崎県	 前田　貴紀	 浦上自動車学校
3		 静岡県	 小林　要一	 浜名湖自動車学校
4		 千葉県	 三橋　孝一	 成田自動車教習所
5		 富山県	 脇坂　恭規	 滑川自動車学校
6		 山口県	 堺　　亮太	 山口県湯田自動車学校
パイロンスラローム
1		 長野県	 小林　健二	 ドリームモータースクール昭和校
2		 山口県	 近﨑　満紀	 光自動車学校
3		 群馬県	 進藤　将尚	 館林自動車教習所
4		 愛知県	 安岡　丈仁	 岡崎自動車学校
5		 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
6		 京都府	 吉田　研悟	 宝池自動車教習所
コーススラローム
1		 長野県	 小林　健二	 ドリームモータースクール昭和校
2		 山口県	 近﨑　満紀	 光自動車学校
3		 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
4		 山口県	 堺　　亮太	 山口県湯田自動車学校
5		 長崎県	 前田　貴紀	 浦上自動車学校
6		 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
一本橋
1		 京都府	 吉田　研悟	 宝池自動車教習所
2		 山梨県	 芦沢　志保	 湯村自動車学校
3		 群馬県	 進藤　将尚	 館林自動車教習所
4		 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
5		 滋賀県	 森野　昌行	 近江八幡自動車教習所
6		 愛知県	 水野　雅広	 瀬戸自動車学校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
2		 東京都	 中元　　聡	 新東京自動車教習所
3		 埼玉県	 石塚　尚志	 レインボーモータースクール和光
ブレーキング
1		 兵庫県	 森井　峰子	 甲子園自動車教習所
2		 群馬県	 岡田　記幸	 館林自動車教習所
3		 大阪府	 山田　英樹	 門真自動車教習所
パイロンスラローム
1		 埼玉県	 石塚　尚志	 レインボーモータースクール和光
2		 大阪府	 山部　進也	 枚方自動車教習所
3		 山梨県	 矢崎　隆幸	 湯村自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1		 埼玉県	 石塚　尚志	 レインボーモータースクール和光
2		 愛知県	 鈴木　孝典	 岡崎南自動車学校
3		 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
一本橋
1		 山梨県	 矢崎　隆幸	 湯村自動車学校
2		 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
3		 兵庫県	 大西　崇哲	 東播自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
2		 長野県	 丸山　圭一	 ドリームモータースクール昭和
3		 大阪府	 今村　　肇	 枚方自動車教習所
4		 大阪府	 森　　裕樹	 八尾柏原ドライビングスクール
5		 滋賀県	 井上　誠一	 アヤハ水口自動車教習所
6		 山口県	 山田　弘幸	 光自動車学校
フィギア
1		 滋賀県	 馬野　敬徳	 アヤハ水口自動車教習所
2		 山口県	 東　　明紀	 山口県萩自動車学校
3		 山口県	 福光　健児	 光自動車学校
4		 青森県	 石田　　薫	 弘前モータースクール
5		 長野県	 丸山　圭一	 ドリームモータースクール昭和
6		 山口県	 山田　弘幸	 光自動車学校
ブレーキング回避
1		 大阪府	 折戸　賢士	 大阪香里自動車教習所
2		 京都府	 服部　雅文	 山城田辺自動車学校
3		 栃木県	 秋葉　欣一	 栃木県自動車学校
4		 山口県	 山田　弘幸	 光自動車学校
5		 青森県	 宮川　輝視	 八戸モータースクール
6		 長野県	 馬場　裕司	 ドリームモータースクール須坂
縦列駐車／車庫入れ
1		 大阪府	 折戸　賢士	 大阪香里自動車教習所
2		 大阪府	 今村　　肇	 枚方自動車教習所
3		 長野県	 岡村　　勉	 ドリームモータースクール須坂
4		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所
5		 長野県	 馬場　裕司	 ドリームモータースクール須坂
6		 滋賀県	 井上　誠一	 アヤハ水口自動車教習所
コーススラローム
1		 東京都	 松本　直也	 ラヴィドライビングスクール蒲田
2		 山口県	 山田　弘幸	 光自動車学校
3		 長野県	 落合　　誠	 ドリームモータースクール昭和
4		 長野県	 丸山　圭一	 ドリームモータースクール昭和
5		 大阪府	 森　　裕樹	 八尾柏原ドライビングスクール
6		 滋賀県	 平井　　智	 アヤハ自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 群馬県	 青木　孝行	 館林自動車教習所
2		 東京都	 坂本　章吾	 ラヴィドライビングスクール蒲田
3		 大阪府	 中山　紘士	 枚方自動車教習所
4		 長野県	 吉村　亮平	 ドリームモータースクール昭和
5		 愛知県	 高橋　祐一	 あいち自動車学校
6		 青森県	 沼田　清弘	 弘前モータースクール
ブレーキング
1		 青森県	 沼田　清弘	 弘前モータースクール
2		 青森県	 諏訪　秀紀	 青森モータースクール
3		 東京都	 坂本　章吾	 ラヴィドライビングスクール蒲田
4		 大阪府	 森口　将宏	 光明池自動車教習所
5		 愛知県	 山上　智巳	 ユタカ自動車学校
6		 滋賀県	 西村　俊二	 近江八幡自動車教習所
パイロンスラローム
1		 兵庫県	 末廣　淳一	 甲子園自動車教習所
2		 滋賀県	 安達　祐司	 ぜぜ自動車教習所
3		 長野県	 吉村　亮平	 ドリームモータースクール昭和
4		 大阪府	 中山　紘士	 枚方自動車教習所
5		 愛知県	 小林　　潤	 中部日本自動車学校
6		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
コーススラローム
1		 大阪府	 西田　昌広	 大阪香里自動車教習所
2		 愛知県	 小林　　潤	 中部日本自動車学校
3		 滋賀県	 中森　　崇	 アヤハ水口自動車教習所
4		 滋賀県	 安達　祐司	 ぜぜ自動車教習所
5		 大阪府	 山下	百合子	 ネヤガワドライビングスクール
6		 東京都	 坂本　章吾	 ラヴィドライビングスクール蒲田
一本橋
1		 東京都	 坂本　章吾	 ラヴィドライビングスクール蒲田
2		 群馬県	 青木　孝行	 館林自動車教習所
3		 愛知県	 山本　浩之	 名鉄自動車専門学校
4		 大阪府	 山下	百合子	 ネヤガワドライビングスクール
5		 和歌山県	 本村　和己	 有田自動車学校
6		 長野県	 吉村　亮平	 ドリームモータースクール昭和
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 大阪府	 山部　進也	 枚方自動車教習所
2		 愛知県	 小林　　潤	 中部日本自動車学校
3		 埼玉県	 石塚　尚志	 レインボーモータースクール和光
ブレーキング
1		 神奈川県	武田　邦夫	 横浜自動車学校
2		 群馬県	 岡田　記幸	 館林自動車教習所
3		 長野県	 木内　俊児	 ドリームモータースクール昭和
パイロンスラローム
1		 大阪府	 山部　進也	 枚方自動車教習所
2		 愛知県	 小林　　潤	 中部日本自動車学校
3		 山梨県	 矢崎　隆幸	 湯村自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1		 埼玉県	 石塚　尚志	 レインボーモータースクール和光
2		 滋賀県	 森本　友樹	 月の輪自動車教習所
3		 東京都	 中元　　聡	 新東京自動車教習所
一本橋
1		 愛知県	 小林　　潤	 中部日本自動車学校
2		 埼玉県	 石塚　尚志	 レインボーモータースクール和光
3		 大阪府	 山部　進也	 枚方自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 埼玉県	 倉田　　誠	 レインボーモータースクール和光
2		 長野県	 桑原　次夫	 ドリームモータースクール昭和
3		 山口県	 福光　健児	 光自動車学校
4		 愛知県	 蟹江　亮太	 城北自動車学校
5		 長野県	 小澤　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
6		 愛知県	 日比野	大地	 城北自動車学校
フィギア
1		 青森県	 石田　　薫	 弘前モータースクール
2		 山口県	 福光　健児	 光自動車学校
3		 長野県	 小澤　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
4		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
5		 長野県	 桑原　次夫	 ドリームモータースクール昭和
6		 埼玉県	 倉田　　誠	 レインボーモータースクール和光
ブレーキング回避
1		 青森県	 今井　大輔	 青森モータースクール
2		 三重県	 西山　祐助	 亀山自動車学校
3		 京都府	 梅垣　英樹	 山城自動車教習所
4		 愛知県	 福島　大介	 星が丘自動車学校
5		 愛知県	 日比野	大地	 城北自動車学校
6		 埼玉県	 倉田　　誠	 レインボーモータースクール和光
縦列駐車／車庫入れ
1		 愛知県	 日比野	大地	 城北自動車学校
2		 埼玉県	 倉田　　誠	 レインボーモータースクール和光
3		 愛知県	 蟹江　亮太	 城北自動車学校
4		 大阪府	 井上　大樹	 ネヤガワドライビングスクール
5		 長野県	 桑原　次夫	 ドリームモータースクール昭和
6		 滋賀県	 上田　英明	 月の輪自動車教習所
コーススラローム
1		 栃木県	 稲野　　誠	 栃木県自動車学校
2		 大阪府	 井上　大樹	 ネヤガワドライビングスクール
3		 長野県	 小澤　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
4		 兵庫県	 横田　尚彦	 加西自動車学院
5		 兵庫県	 霜門　陽一	 加西自動車学院
6		 長野県	 桑原　次夫	 ドリームモータースクール昭和

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
2		 愛知県	 今井　雅彦	 瀬戸自動車学校
3		 大阪府	 西田　圭佑	 枚方自動車教習所
4		 長野県	 三浦　剛基	 ドリームモータースクール昭和
5		 大阪府	 山下	百合子	 ネヤガワドライビングスクール
6		 滋賀県	 西村　俊二	 近江八幡自動車教習所
ブレーキング
1	 静岡県	 海野　健太	 静岡県自動車学校
2		 愛知県	 磯村　淳一	 刈谷自動車学校
3		 長野県	 倉島　孝行	 真田自動車学校
4		 滋賀県	 西村　俊二	 近江八幡自動車教習所
5		 愛知県	 石黒	耕太郎	 名鉄自動車専門学校
6		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
パイロンスラローム
1		 愛知県	 今井　雅彦	 瀬戸自動車学校
2		 長野県	 三浦　剛基	 ドリームモータースクール昭和
3		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
4		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
5		 長野県	 倉島　孝行	 真田自動車学校
6		 長野県	 吉村　亮平	 ドリームモータースクール須坂
コーススラローム
1		 長野県	 三浦　剛基	 ドリームモータースクール昭和
2		 愛知県	 今井　雅彦	 瀬戸自動車学校
3		 静岡県	 佐野　弘勝	 昭和自動車学校
4		 大阪府	 西田　圭佑	 枚方自動車教習所
5		 富山県	 脇坂　恭規	 黒部自動車学校
6		 長野県	 吉村　亮平	 ドリームモータースクール須坂
一本橋
1		 長野県	 三浦　剛基	 ドリームモータースクール昭和
2		 愛知県	 吉川　堅多	 ユタカ自動車学校
3		 和歌山県	 本村　和己	 有田自動車学校
4		 大阪府	 樋口　好久	 八尾柏原ドライビングスクール
5		 愛知県	 今井　雅彦	 瀬戸自動車学校
6		 京都府	 浅村　光昭	 宝池自動車教習所
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
2		 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
3		 埼玉県	 図師　賢二	 レインボーモータースクール和光
ブレーキング
1		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
2		 静岡県	 海野　健太	 静岡県自動車学校
3		 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
パイロンスラローム
1		 長野県	 中澤　祐一	 ドリームモータースクール須坂
2		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
3		 滋賀県	 森本　友樹	 月の輪自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1		 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
2		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
3		 埼玉県	 図師　賢二	 レインボーモータースクール和光
一本橋
1		 東京都	 栗原　慎吾	 新東京自動車教習所
2		 兵庫県	 藤田　友裕	 ポートアイランドドライビングスクール
3		 長野県	 中澤　祐一	 ドリームモータースクール須坂

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 京都府	 田中　裕介	 山城田辺自動車学校
2		 大阪府	 井上　大樹	 ネヤガワドライビングスクール
3		 長野県	 綿貫　友洋	 ドリームモータースクール昭和
4		 青森県	 林　　晃二	 青森モータースクール
5		 長野県	 德竹　雄介	 ドリームモータースクール須坂
6		 長野県	 小沢　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
フィギア
1		 愛知県	 大澤　春幸	 城北自動車学校
2		 青森県	 林　　晃二	 青森モータースクール
3		 京都府	 浅田　智茂	 山城自動車教習所
4		 京都府	 田中　裕介	 山城田辺自動車学校
5		 大阪府	 今村　　肇	 枚方自動車教習所
6		 大阪府	 片山　　孝	 大阪香里自動車教習所
ブレーキング回避
1		 兵庫県	 金澤　知也	 東播自動車教習所
2		 富山県	 宮本　智明	 富山自動車学校
3		 京都府	 越光　航平	 デルタ自動車四条教習所
4		 富山県	 澤田	裕一朗	 黒部自動車学校
5		 京都府	 田中　裕介	 山城田辺自動車学校
6		 青森県	 林　　晃二	 青森モータースクール
縦列駐車／車庫入れ
1		 長野県	 小沢　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
2		 京都府	 田中　裕介	 山城田辺自動車学校
3		 長野県	 綿貫　友洋	 ドリームモータースクール昭和
4		 大阪府	 井上　大樹	 ネヤガワドライビングスクール
5		 長野県	 德竹　雄介	 ドリームモータースクール須坂
6		 愛知県	 松田　典子	 城北自動車学校
コーススラローム
1		 大阪府	 井上　大樹	 ネヤガワドライビングスクール
2		 兵庫県	 霜門　陽一	 加西自動車学院
3		 大阪府	 片山　　孝	 大阪香里自動車教習所
4		 兵庫県	 金澤　知也	 東播自動車教習所
5		 長野県	 綿貫　友洋	 ドリームモータースクール昭和
6		 大阪府	 今村　　肇	 枚方自動車教習所

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 長野県	 三浦　剛基	 ドリームモータースクール昭和
2		 愛知県	 吉川　堅多	 ユタカ自動車学校
3		 京都府	 山口　昌晃	 山城自動車教習所
4		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
5		 愛知県	 秦　　直樹	 中部日本自動車学校
6		 愛知県	 井上　剛志	 瀬戸自動車学校
ブレーキング
1		 京都府	 山口　昌晃	 山城自動車教習所
2		 長野県	 三浦　剛基	 ドリームモータースクール昭和
3		 福岡県	 吉田　志功	 博多の森ドライビングスクール
4		 岡山県	 難波　良彰	 稲荷自動車教習所
5		 埼玉県	 樋山	裕次郎	 ファインモータースクール上尾
6		 三重県	 萱　慎一郎	 三重中央自動車学校
パイロンスラローム
1		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
2		 東京都	 中元　　聡	 新東京自動車教習所
3		 静岡県	 結城　　亮	 浜名湖自動車学校
4		 滋賀県	 中森　　崇	 アヤハ水口自動車教習所
5		 静岡県	 佐野　弘勝	 昭和自動車学校
6		 愛知県	 吉川　堅多	 ユタカ自動車学校
コーススラローム
1		 滋賀県	 中森　　崇	 アヤハ水口自動車教習所
2		 長野県	 三浦　剛基	 ドリームモータースクール昭和
3		 愛知県	 秦　　直樹	 中部日本自動車学校
4		 東京都	 中元　　聡	 新東京自動車教習所
5		 静岡県	 佐野　弘勝	 昭和自動車学校
6		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
一本橋
1		 東京都	 中元　　聡	 新東京自動車教習所
2		 愛知県	 吉川　堅多	 ユタカ自動車学校
3		 京都府	 山口　昌晃	 山城自動車教習所
4		 宮崎県	 日岡　豊和	 宮崎梅田学園
5		 愛知県	 井上　剛志	 瀬戸自動車学校
6		 長野県	 倉島　孝行	 真田自動車学校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 森本　友樹	 月の輪自動車教習所
2		 東京都	 桜澤　甲介	 新東京自動車教習所
3		 愛知県	 井上　剛志	 瀬戸自動車学校
ブレーキング
1		 富山県	 太田　一正	 富山自動車学校
2		 福岡県	 村瀬　康祐	 レインボーモータースクール福岡
3		 福岡県	 渡　　正彦	 博多の森ドライビングスクール
パイロンスラローム
1		 東京都	 桜澤　甲介	 新東京自動車教習所
2		 滋賀県	 森本　友樹	 月の輪自動車教習所
3		 愛知県	 井上　剛志	 瀬戸自動車学校	

順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1		 東京都	 桜澤　甲介	 新東京自動車教習所
2		 滋賀県	 森本　友樹	 月の輪自動車教習所
3		 愛知県	 井上　剛志	 瀬戸自動車学校
一本橋
1		 愛知県	 井上　剛志	 瀬戸自動車学校
2		 京都府	 上月　雄策	 山城自動車教習所
3		 三重県	 岩脇　大輔	 三重中央自動車学校

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
2		 長野県	 飯塚　晃司	 ドリームモータースクール昭和
3		 大阪府	 折戸　賢士	 大阪香里自動車教習所
4		 長野県	 小澤　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
5		 大阪府	 長谷川	幸多	 ネヤガワドライビングスクール
6		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
フィギア
1		 長野県	 飯塚　晃司	 ドリームモータースクール昭和
2		 長野県	 小澤　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
3		 大阪府	 木田　慎哉	 ネヤガワドライビングスクール
4		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
5		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール須坂
6		 兵庫県	 金澤　知也	 東播自動車教習所
ブレーキング回避
1		 青森県	 黒川　富美	 八戸モータースクール
2		 鳥取県	 石原	健二郎	 米子自動車学校
3		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
4		 栃木県	 渡邉　　登	 栃木県自動車学校
5		 栃木県	 安野　忠光	 栃木県自動車学校
6		 富山県	 臼井　和也	 富山自動車学校
縦列駐車／車庫入れ
1		 長野県	 小澤　敬祐	 ドリームモータースクール昭和
2		 長野県	 飯塚　晃司	 ドリームモータースクール昭和
3		 大阪府	 折戸　賢士	 大阪香里自動車教習所
4		 兵庫県	 金澤　知也	 東播自動車教習所
5		 滋賀県	 井上　誠一	 アヤハ水口自動車教習所
6		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール須坂
コーススラローム
1		 長野県	 小野寺	雄哉	 ドリームモータースクール須坂
2		 埼玉県	 山本　元司	 レインボーモータースクール和光
3		 愛知県	 北沢　智也	 トヨタ中央自動車学校
4		 大阪府	 野口　詩朗	 大阪香里自動車教習所
5		 山口県	 齊藤　勇輝	 山口県萩自動車学校
6		 兵庫県	 難波　祐介	 加西自動車学院

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
2		 福岡県	 吉田　志功	 博多の森ドライビングスクール
3		 群馬県	 越智　勇気	 館林自動車教習所
4		 愛知県	 松井　脩人	 岡崎自動車学校
5		 神奈川県	鈴鹿　拓治	 横浜自動車学校
6		 三重県	 諸戸　健一	 川越自動車学校
ブレーキング
1		 長野県	 荻原　一博	 ドリームモータースクール昭和
2		 兵庫県	 田口　　匠	 播磨自動車教習所
3		 青森県	 蝦名　誠司	 八戸モータースクール
4		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
5		 長野県	 持田　　潔	 ドリームモータースクール須坂
6		 群馬県	 越智　勇気	 館林自動車教習所
パイロンスラローム
1		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
2		 滋賀県	 安達　祐司	 ぜぜ自動車教習所
3		 兵庫県	 岸本　千也	 豊岡自動車教習所
4		 福岡県	 吉田　志功	 博多の森ドライビングスクール
5		 愛知県	 永島　弘章	 中部日本自動車学校
6		 山梨県	 丹澤　清和	 湯村自動車学校
コーススラローム
1		 三重県	 諸戸　健一	 川越自動車学校
2		 東京都	 平田	久美子	 新東京自動車教習所
3		 大阪府	 長村　　孝	 ネヤガワドライビングスクール
4		 山梨県	 丹澤　清和	 湯村自動車学校
5		 群馬県	 越智　勇気	 館林自動車教習所
6		 愛知県	 永島　弘章	 中部日本自動車学校
一本橋
1		 神奈川県	鈴鹿　拓治	 横浜自動車学校
2		 長崎県	 川元　優也	 共立自動車学校・日野
3		 富山県	 大友　健矢	 富山県中央自動車学校
4		 愛知県	 岩田　晃夫	 瀬戸自動車学校
5		 大阪府	 津村　　亮	 大阪香里自動車教習所
6		 愛知県	 藤川　　登	 トヨタ中央自動車学校
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順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
2		 長野県	 綿貫　友洋	 ドリームモータースクール昭和
3		 東京都	 桜澤　甲介	 新東京自動車教習所
ブレーキング
1		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
2		 福岡県	 村瀬　康祐	 レインボーモータースクール福岡
3		 長崎県	 富永　基裕	 共立自動車学校・日野
パイロンスラローム
1		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
2		 埼玉県	 図師　賢二	 レインボーモータースクール和光
3		 埼玉県	 岡部　　純	 狭山モータースクール

順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1		 東京都	 桜澤　甲介	 新東京自動車教習所
2		 滋賀県	 宇野　貴史	 月の輪自動車教習所
3		 埼玉県	 図師　賢二	 レインボーモータースクール和光
一本橋
1		 徳島県	 米澤　健二	 徳島中央自動車教習所
2		 東京都	 桜澤　甲介	 新東京自動車教習所
3		 長野県	 綿貫　友洋	 ドリームモータースクール昭和

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 長野県	 小野寺	雄哉	 ドリームモータースクール須坂
2		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
3		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール須坂
4		 大阪府	 長谷川	幸多	 ネヤガワドライビングスクール
5		 長野県	 森本　雅央	 ドリームモータースクール昭和
6		 京都府	 吉田　研悟	 宝池自動車教習所
フィギア
1		 愛知県	 浅野　晃史	 城北自動車学校
2		 長野県	 飯塚　晃司	 ドリームモータースクール昭和
3		 長野県	 小野寺	雄哉	 ドリームモータースクール須坂
4		 大阪府	 長谷川	幸多	 ネヤガワドライビングスクール
5		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール須坂
6		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
ブレーキング回避
1		 大阪府	 大西　浩輝	 阪和鳳自動車学校
2		 京都府	 俵本　欣典	 山城田辺自動車学校
3		 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
4		 富山県	 大澤　芳徳	 高岡自動車学校
5		 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
6		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール須坂
縦列駐車／車庫入れ
1		 長野県	 小野寺	雄哉	 ドリームモータースクール須坂
2		 長野県	 太田　　聡	 ドリームモータースクール須坂
3		 大阪府	 長谷川	幸多	 ネヤガワドライビングスクール
4		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
5		 愛知県	 浅野　晃史	 城北自動車学校
6		 山口県	 近﨑　満紀	 光自動車学校
コーススラローム
1		 徳島県	 新井　啓介	 徳島中央自動車教習所
2		 長野県	 小野寺	雄哉	 ドリームモータースクール須坂
3		 東京都	 坂本　章吾	 ラヴィドライビングスクール蒲田
4		 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
5		 大阪府	 木田　慎哉	 ネヤガワドライビングスクール
6		 埼玉県	 大澤　譲司	 レインボーモータースクール和光

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 東京都	 平田	久美子	 新東京自動車教習所
2		 滋賀県	 大治　　彰	 月の輪自動車教習所
3		 京都府	 山口　昌晃	 山城自動車教習所
4		 兵庫県	 岸本　千也	 豊岡自動車教習所
5		 山梨県	 丹澤　清和	 湯村自動車学校
6		 愛知県	 永島　弘章	 中部日本自動車学校
ブレーキング
1		 三重県	 村田　真也	 川越自動車学校
2		 滋賀県	 大治　　彰	 月の輪自動車教習所
3		 静岡県	 水口　博隆	 東部自動車学校
4		 徳島県	 福田　亨二	 鴨島自動車学校
5		 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
6		 京都府	 瀬戸　由樹	 宝池自動車教習所
パイロンスラローム
1		 東京都	 平田	久美子	 新東京自動車教習所
2		 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
3		 愛知県	 永島　弘章	 中部日本自動車学校
4		 山梨県	 丹澤　清和	 湯村自動車学校
5		 兵庫県	 岸本　千也	 豊岡自動車教習所
6		 滋賀県	 大治　　彰	 月の輪自動車教習所
コーススラローム
1		 愛知県	 永島　弘章	 中部日本自動車学校
2		 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
3		 東京都	 平田	久美子	 新東京自動車教習所
4		 愛知県	 古川　大助	 名鉄自動車専門学校
5		 京都府	 山口　昌晃	 山城自動車教習所
6		 静岡県	 水口　博隆	 東部自動車学校
一本橋
1		 東京都	 平田	久美子	 新東京自動車教習所
2		 滋賀県	 安達　祐司	 ぜぜ自動車教習所
3		 滋賀県	 大治　　彰	 月の輪自動車教習所
4		 長崎県	 川元　優也	 共立自動車学校・日野
5		 熊本県	 畑野　茂久	 寺原自動車学校
6		 大阪府	 末石　辰也	 大阪香里自動車教習所

第16回 2016 ▲
INDEX

普通二輪部門

四輪部門

大型二輪部門
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順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1	 愛知県	 小山　哲郎	 安城自動車学校
2	 滋賀県	 河端　淳史	 月の輪自動車教習所
3	 福岡県	 平野　龍一	 博多の森ドライビングスクール
一本橋
1	 愛知県	 小山　哲郎	 安城自動車学校
2	 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
3	 滋賀県	 河端　淳史	 月の輪自動車教習所

第17回 2017 ▲
INDEX

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1		 静岡県	 水口　博隆	 東部自動車学校
2	 大阪府	 末石　辰也	 大阪香里自動車教習所
3	 三重県	 諸戸　健一	 川越自動車学校
4	 大阪府	 長村　　孝	 ネヤガワドライビングスクール
5	 新潟県	 村松　弘二	 新潟文化自動車学校
6	 愛知県	 鈴木　友彦	 西尾自動車学校
ブレーキング
1	 愛知県	 武藤　紳矢	 クラウン自動車学校
2	 三重県	 諸戸　健一	 川越自動車学校
3	 兵庫県	 田口　　匠	 播磨自動車教習所
4	 福岡県	 小田　健太	 レインボーモータースクール福岡
5	 栃木県	 山口　浩臣	 カーアカデミー那須高原
6	 大阪府	 長村　　孝	 ネヤガワドライビングスクール
パイロンスラローム
1	 大阪府	 末石　辰也	 大阪香里自動車教習所
2	 愛知県	 多田　優太	 岡崎南自動車学校
3	 静岡県	 水口　博隆	 東部自動車学校
4	 埼玉県	 馬場　康徳	 狭山モータースクール
5	 愛知県	 鈴木　友彦	 西尾自動車学校
6	 大阪府	 長村　　孝	 ネヤガワドライビングスクール
コーススラローム
1	 静岡県	 水口　博隆	 東部自動車学校
2	 三重県	 諸戸　健一	 川越自動車学校
3	 長野県	 宮澤　輝憲	 ドリームモータースクール昭和
4	 長崎県	 中村　　元	 ヒューマンスクール早岐
5	 東京都	 大山　具保	 新東京自動車教習所
6	 大阪府	 長村　　孝	 ネヤガワドライビングスクール
一本橋
1	 愛知県	 鈴木　友彦	 西尾自動車学校
2	 沖縄県	 海勢頭	秀行	 壷川自動車学校
3	 静岡県	 水口　博隆	 東部自動車学校
4	 大阪府	 末石　辰也	 大阪香里自動車教習所
5	 長野県	 宮澤　輝憲	 ドリームモータースクール昭和
6	 愛知県	 多田　優太	 岡崎南自動車学校

普通二輪部門

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2	 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3	 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
4	 長野県	 飯塚　晃司	 ドリームモータースクール昭和
5	 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
6	 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
フィギア
1	 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2	 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
3	 青森県	 木村　　康	 青森モータースクール
4	 長野県	 飯塚　晃司	 ドリームモータースクール昭和
5	 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
6	 東京都	 吉良　貴光	 新東京自動車教習所
ブレーキング回避
1	 長野県	 佐原　大輝	 ドリームモータースクール昭和
2	 徳島県	 新井　啓介	 徳島中央自動車教習所
3	 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
4	 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
5	 山口県	 久永　隆一	 早鞆自動車学校
6	 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
6	 三重県	 坂谷　公郎	 三重県南部自動車学校
縦列駐車／車庫入れ
1	 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
2	 長野県	 飯塚　晃司	 ドリームモータースクール昭和
3	 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
4	 滋賀県	 堀井　久登	 アヤハ水口自動車教習所
5	 愛知県	 伊藤　太一	 クラウン自動車学校
6	 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
コーススラローム
1	 山口県	 波田　昌之	 山口県萩自動車学校
2	 滋賀県	 林　　勇樹	 アヤハ水口自動車教習所
3	 山口県	 山根　慎一	 光自動車学校
4	 愛知県	 伊藤　太一	 クラウン自動車学校
5	 徳島県	 新井　啓介	 徳島中央自動車教習所
6	 愛知県	 大澤　春幸	 城北自動車学校

四輪部門

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 愛知県	 小山　哲郎	 安城自動車学校
2	 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
3	 富山県	 大友　健矢	 富山県中央自動車学校
ブレーキング
1	 長崎県	 富永　基裕	 共立自動車学校・日野
2	 兵庫県	 玉井　厚司	 播磨自動車教習所
3	 埼玉県	 図師　賢二	 レインボーモータースクール和光
パイロンスラローム
1	 滋賀県	 和田　一樹	 アヤハ水口自動車教習所
2	 富山県	 大友　健矢	 富山県中央自動車学校
3	 東京都	 三田　邦彦	 新東京自動車教習所

大型二輪部門
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順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1	 長野県		 小澤　敬祐		 ドリームモータースクール昭和	
2	 石川県		 長津　慶吾		 大徳自動車教習所	
3	 滋賀県		 河端　淳史		 月の輪自動車教習所	
一本橋
1	 石川県		 長津　慶吾		 大徳自動車教習所	
2	 徳島県		 米澤　健二		 徳島中央自動車教習所	
3	 長野県		 小澤　敬祐		 ドリームモータースクール昭和	

第18回 2018 ▲
INDEX

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 東京都		 関村　修平		 マジオドライバーズスクール多摩校
2	 愛知県		 小山　哲郎	 安城自動車学校
3	 埼玉県		 松本　　正		 レインボーモータースクール和光	
4	 石川県		 辻　　尚起		 大徳自動車教習所	
5	 愛知県		 永坂　　光		 岡崎自動車学校	
6	 大阪府		 末石　辰也		 大阪香里自動車教習所	
ブレーキング
1	 神奈川県		鈴木　賢司		 向ヶ丘自動車学校	
2	 埼玉県		 松本　　正		 レインボーモータースクール和光
3	 京都府		 瀨戸　由樹		 宝池自動車教習所	
4	 長野県		 堀　　泰之		 ドリームモータースクール須坂	
5	 栃木県		 田口　雄一		 栃木県自動車学校	
6	 長崎県		 戸川　　稔		 共立自動車学校・大野
パイロンスラローム
1	 大阪府		 末石　辰也		 大阪香里自動車教習所	
2	 長野県		 丸山　圭一		 ドリームモータースクール昭和	
3	 愛知県		 小山　哲郎		 安城自動車学校	
4	 神奈川県		五十嵐　統		 横浜自動車学校	
5	 東京都		 関村　修平		 マジオドライバーズスクール多摩校	
6	 愛知県		 永坂　　光		 岡崎自動車学校	
コーススラローム
1	 大阪府		 末石　辰也		 大阪香里自動車教習所	
2	 長崎県		 中村　　元		 ヒューマンスクール早岐	
3	 東京都		 関村　修平		 マジオドライバーズスクール多摩校	
4	 埼玉県		 松本　　正		 レインボーモータースクール和光	
5	 山口県		 磯中　　修		 アイルモータースクール下関	
6	 愛知県		 小山　哲郎		 安城自動車学校	
一本橋
1	 石川県		 辻　　尚起		 大徳自動車教習所	
2	 大阪府		 末石　辰也		 大阪香里自動車教習所	
3	 愛知県		 武藤　紳矢		 クラウン自動車学校	
4	 富山県		 潟渕　秀典		 富山県中央自動車学校	
5	 長崎県		 中村　　元		 ヒューマンスクール早岐
6	 東京都		 関村　修平		 マジオドライバーズスクール多摩校

普通二輪部門

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 長野県		 落合　　誠		 ドリームモータースクール昭和	
2	 東京都		 櫻澤　甲介		 新東京自動車教習所	
3	 東京都		 吉良　貴光		 新東京自動車教習所	
4	 愛知県		 伊藤　太一		 クラウン自動車学校	
5	 京都府		 上月　雄策		 山城自動車教習所	
6	 徳島県		 三木　邦夫		 阿北自動車教習所	
フィギア
1	 山口県		 波田　昌之		 山口県萩自動車学校	
2	 愛知県		 横山　　聡		 中部日本自動車学校	
3	 山口県		 近﨑　満紀		 光自動車学校	
4	 長野県		 落合　　誠		 ドリームモータースクール昭和	
5	 東京都		 櫻澤　甲介		 新東京自動車教習所	
6	 長野県		 吉村　亮平		 ドリームモータースクール昭和	
ブレーキング回避
1	 三重県		 宮原　一将		 三重県南部自動車学校	
2	 山口県		 波田　昌之		 山口県萩自動車学校	
3	 青森県		 小野　和輝		 八戸モータースクール	
4	 大阪府		 奥村　晃久		 門真自動車教習所	
5	 大阪府		 三浦　賢司		 枚方自動車教習所	
6	 愛知県		 伊藤　太一		 クラウン自動車学校	
縦列駐車／車庫入れ
1	 京都府		 吉田　研悟		 宝池自動車教習所	
2	 京都府		 大西　勝久		 山城自動車教習所	
3	 長野県		 外谷　修也		 ドリームモータースクール須坂	
4	 東京都		 吉良　貴光		 新東京自動車教習所	
5	 大阪府		 德井　翔太		 大阪香里自動車教習所	
6	 徳島県		 三木　邦夫		 阿北自動車教習所	
コーススラローム
1	 長野県		 落合　　誠		 ドリームモータースクール昭和	
2	 愛知県		 横井　智昭		 一宮自動車学校	
3	 東京都		 櫻澤　甲介		 新東京自動車教習所	
4	 三重県		 宮原　一将		 三重県南部自動車学校	
5	 大阪府		 巻木　順一		 八尾柏原ドライビングスクール	
6	 埼玉県		 河野	雄一郎		 レインボーモータースクール和光	

四輪部門

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 滋賀県		 河端　淳史		 月の輪自動車教習所	
2	 長野県		 小澤　敬祐		 ドリームモータースクール昭和	
3	 徳島県		 米澤　健二		 徳島中央自動車教習所	
ブレーキング
1	 静岡県		 村松　　学		 遠鉄自動車学校	浜松校	
2	 東京都		 高野　将仁		 日の丸自動車学校	
3	 東京都		 三田　邦彦		 新東京自動車教習所	
パイロンスラローム
1	 東京都		 三田　邦彦		 新東京自動車教習所	
2	 徳島県		 米澤　健二		 徳島中央自動車教習所	
3	 兵庫県		 香元　利光		 尼崎ドライブスクール

大型二輪部門
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順位	都道府県	 氏名	 所属

コーススラローム
1	 滋賀県		 堀井	久登		 アヤハ水口自動車教習所	
2	 埼玉県		 笹井	俊樹		 いわつき自動車学校	
3	 兵庫県		 冨田	健二		 尼崎ドライブスクール	
一本橋
1	 滋賀県		 河端	淳史		 月の輪自動車教習所	
2	 兵庫県		 冨田	健二		 尼崎ドライブスクール	
3	 沖縄県		 名城	守		 津嘉山自動車学校	

第19回 2019 ▲
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普通二輪部門

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 京都府		 中川	隆彦		 山城田辺自動車学校	
2	 長野県		 高野	朋弥		 ドリームモータースクール昭和	
3	 京都府		 上月	雄策		 山城自動車教習所	
4	 大阪府		 德井	翔太		 大阪香里自動車教習所	
5	 長野県		 外谷	修也		 ドリームモータースクール須坂	
6	 徳島県		 米澤	健二		 徳島中央自動車教習所	
フィギア
1	 埼玉県		 横田	佳祐		 レインボーモータースクール和光	
2	 東京都		 吉良	貴光		 新東京自動車教習所	
3	 京都府		 中川	隆彦		 山城田辺自動車学校	
4	 大阪府		 德井	翔太		 大阪香里自動車教習所	
5	 大阪府		 山口	昌晃		 大阪香里自動車教習所	
6	 徳島県		 三木	邦夫		 あほくドライビングスクール	
ブレーキング回避
1	 大阪府		 田中	孝		 八尾柏原ドライビングスクール	
2	 長野県		 高野	朋弥		 ドリームモータースクール昭和	
3	 福岡県		 馬塲	康仁		 レインボーモータースクール福岡	
4	 長野県		 外谷	修也		 ドリームモータースクール須坂	
5	 茨城県		 藤田	敦司		 つくば自動車学校	
6	 三重県		 宮原	一将		 三重県南部自動車学校	
縦列駐車/車庫入れ
1	 京都府		 中川	隆彦		 山城田辺自動車学校	
2	 徳島県		 米澤	健二		 徳島中央自動車教習所	
3	 大阪府		 德井	翔太		 大阪香里自動車教習所	
4	 富山県		 塚田	恒太		 黒部自動車学校	
5	 長野県		 佐原	大輝		 ドリームモータースクール昭和	
6	 東京都		 鈴木	大介		 池上自動車教習所	
コーススラローム
1	 大分県		 鍜治谷	稔		 日田自動車学校	
2	 大阪府		 三浦	賢司		 枚方自動車教習所	
3	 東京都		 川井	大輔		 京成ドライビングスクール	
4	 京都府		 中川	隆彦		 山城田辺自動車学校	
5	 静岡県		 水口	博隆		 東部自動車学校	
6	 愛知県		 山口	正尋		 岡崎南自動車学校

四輪部門

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 滋賀県		 河端	淳史		 月の輪自動車教習所	
2	 大阪府		 井上	大樹		 ネヤガワドライビングスクール	
3	 滋賀県		 堀井	久登		 アヤハ水口自動車教習所	
ブレーキング
1	 石川県		 長津	慶吾		 大徳自動車学校	
2	 徳島県		 神谷	典男		 あほくドライビングスクール	
3	 大阪府		 巻木	順一		 八尾柏原ドライビングスクール	
パイロンスラローム
1	 石川県		 長津	慶吾		 大徳自動車学校	
2	 滋賀県		 河端	淳史		 月の輪自動車教習所	
3	 大阪府		 井上	大樹		 ネヤガワドライビングスクール

大型二輪部門

順位	都道府県	 氏名	 所属

総合
1	 長野県		 丸山	圭一		 ドリームモータースクール昭和	
2	 長野県		 小野寺	雄哉		 ドリームモータースクール須坂	
3	 長崎県		 中村	元		 ヒューマンスクール早岐	
4	 大阪府		 土谷	勇貴		 大阪香里自動車教習所	
5	 兵庫県		 高橋	良行		 兵庫県自動車学校姫路校	
6	 千葉県		 石井	良治		 東洋モータースクール	
ブレーキング
1	 大阪府		 土谷	勇貴		 大阪香里自動車教習所	
2	 大阪府		 牧之口	愛美		 八尾柏原ドライビングスクール	
3	 沖縄県		 仲原	英久		 津嘉山自動車学校	
4	 神奈川県		鈴木	賢司		 向ヶ丘自動車学校	
5	 徳島県		 江口	大介		 あほくドライビングスクール	
6	 長野県		 小野寺	雄哉		 ドリームモータースクール須坂	
パイロンスラローム
1	 長野県		 丸山	圭一		 ドリームモータースクール昭和	
2	 長崎県		 中村	元		 ヒューマンスクール早岐	
3	 大阪府		 木田	慎哉		 ネヤガワドライビングスクール	
4	 静岡県		 松本	拡樹		 静岡県自動車学校	浜松校	
5	 山口県		 齊藤	勇輝		 山口県萩自動車学校	
6	 千葉県		 石井	良治		 東洋モータースクール	
コーススラローム
1	 長崎県		 中村	元		 ヒューマンスクール早岐	
2	 静岡県		 松本	拡樹		 静岡県自動車学校	浜松校	
3	 千葉県		 石井	良治		 東洋モータースクール	
4	 長野県		 丸山	圭一		 ドリームモータースクール昭和	
5	 長野県		 小野寺	雄哉		 ドリームモータースクール須坂	
6	 大阪府		 西田	圭佑		 枚方自動車教習所	
一本橋
1	 長崎県		 中村	元		 ヒューマンスクール早岐	
2	 神奈川県		五十嵐	統		 横浜自動車学校	
3	 大阪府		 土谷	勇貴		 大阪香里自動車教習所	
4	 福岡県		 戸田	航輔		 南福岡自動車学校	
5	 長野県		 小野寺	雄哉		 ドリームモータースクール須坂	
6	 長野県		 丸山	圭一		 ドリームモータースクール昭和




