
【実科競技　１日目進行順序】

１日目（10/22） 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00

4トン①号車 岡山33　後藤 沖縄47　上原 富山18　島田 北海道1　山本雄 東京13　菊池 宮城4　中根

11トン①号車 愛媛38　松本幸 山梨15　笠井 熊本43　東山 青森2　岡田哲 静岡22　武田邦 和歌山30　岸上

トレーラ①号車 福岡40　真浦 愛媛38　山本英 鹿児島46　海江田 神奈川14　荒井 大分44　佐藤和

4トン②号車 愛知23　坪中 長野17　相馬 和歌山30　前田 岐阜21　橋本 山口35　中尾 神奈川14　河田

11トン②号車 沖縄47　平良 愛知23　草野 京都26　益池 高知39　中川 群馬10　庭野 徳島36　岡部

トレーラ②号車 宮崎45　一ノ瀬 神奈川14　井上 沖縄47　宮城 宮城4　佐々木香 埼玉11　鈴木貴

4トン③号車 岐阜21　佐藤春 奈良29　野中 滋賀25　山内 三重24　大喜多 岩手3　佐々木健 沖縄47　宮里

11トン③号車 石川19　橋爪 山口35　梅本 秋田5　大野 東京13　浦部 岐阜21　岡本 長崎42　竹下

トレーラ③号車 山口35　佐伯 広島34　栩兼 山形6　岩間 香川37　中平

4トン④号車 埼玉11　西岡 茨城8　髙木英 香川37　仁信 熊本43　永田 新潟16　谷津 兵庫28　松浦

2トン①号車 北海道1　千葉 埼玉11　金子 鹿児島46　屋 熊本43　田嶋

11トン④号車 長崎42　又村 福岡40　杉本博 鹿児島46　江平 佐賀41　杉本拓 兵庫28　西林 宮城4　山崎敏

１日目（10/22） 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30

4トン①号車 宮崎45　河野 群馬10　吉田 千葉12　秋葉 静岡22　小池 山形6　川越

11トン①号車 愛知23　武田栄 神奈川14　松本武 福井20　下川 福島7　富樫 北海道1　藤田 三重24　林

トレーラ①号車 富山18　杉江 兵庫28　谷口 岩手3　志田 大阪27　笠間 千葉12　髙木義

4トン②号車 山口35　森 佐賀41　横山 岡山33　千原 東京13　山下 長崎42　山口 鹿児島46　池田

11トン②号車 岩手3　及川貴 新潟16　田﨑 大分44　吉武 茨城8　生田目 長野17　唐澤 大阪27　松木

トレーラ②号車 群馬10　大武 宮城4　鈴木浩 茨城8　宮原 石川19　新蔵 東京13　澤田

4トン③号車 大阪27　北口 石川19　宮谷内 秋田5　森合 福岡40　松田 三重24　落合 京都26　福﨑

11トン③号車 山形6　佐藤光 滋賀25　坂井 千葉12　山﨑歩 兵庫28　久保井 京都26　藤本 富山18　橘

トレーラ③号車 栃木9　古口 北海道1　酒井 愛知23　渡辺功 三重24　雲井

4トン④号車 福井20　竹内 新潟16　中野 栃木9　髙久 大分44　大久保 愛媛38　眞見 福島7　及川誠

11トン④号車 栃木9　渡邉邦 広島34　豊田 宮崎45　西山 岡山33　岡田充 埼玉11　鳩貝

※表の見方 「北海道1　○○」→ 「都道府県　ゼッケン番号　選手名」

赤字 　=女性部門を示す

注１：進行時間については目安であり、進行状況により前後することがあります。
注２：車両の故障等により、乗車車両が変更される場合があります。
注３：名前が旧字体（旧漢字）の場合、システムの都合上、新字体（新漢字）での表記となります。
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【実科競技　２日目進行順序】

２日目（10/23） 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 12:00

4トン①号車 岡山33　後藤 沖縄47　上原 富山18　島田 北海道1　山本雄 東京13　菊池 宮城4　中根

トレーラ①号車 福岡40　真浦 愛媛38　山本英 鹿児島46　海江田 神奈川14　荒井 大分44　佐藤和

11トン①号車 愛媛38　松本幸 山梨15　笠井 熊本43　東山 青森2　岡田哲 静岡22　武田邦 和歌山30　岸上

4トン②号車 愛知23　坪中 長野17　相馬 和歌山30　前田 岐阜21　橋本 山口35　中尾 神奈川14　河田

トレーラ②号車 宮崎45　一ノ瀬 神奈川14　井上 沖縄47　宮城 宮城4　佐々木香 埼玉11　鈴木貴

11トン②号車 沖縄47　平良 愛知23　草野 京都26　益池 高知39　中川 群馬10　庭野 徳島36　岡部

4トン③号車 岐阜21　佐藤春 奈良29　野中 滋賀25　山内 三重24　大喜多 岩手3　佐々木健 沖縄47　宮里

トレーラ③号車 山口35　佐伯 広島34　栩兼 山形6　岩間 香川37　中平

11トン③号車 石川19　橋爪 山口35　梅本 秋田5　大野 東京13　浦部 岐阜21　岡本 長崎42　竹下

4トン④号車 埼玉11　西岡 茨城8　髙木英 香川37　仁信 熊本43　永田 新潟16　谷津 兵庫28　松浦

2トン①号車 北海道1　千葉 埼玉11　金子 鹿児島46　屋 熊本43　田嶋

11トン④号車 長崎42　又村 福岡40　杉本博 鹿児島46　江平 佐賀41　杉本拓 兵庫28　西林 宮城4　山崎敏

２日目（10/23） 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00

4トン①号車 宮崎45　河野 群馬10　吉田 千葉12　秋葉 静岡22　小池 山形6　川越

トレーラ①号車 富山18　杉江 兵庫28　谷口 岩手3　志田 大阪27　笠間 千葉12　髙木義

11トン①号車 愛知23　武田栄 神奈川14　松本武 福井20　下川 福島7　富樫 北海道1　藤田 三重24　林

4トン②号車 山口35　森 佐賀41　横山 岡山33　千原 東京13　山下 長崎42　山口 鹿児島46　池田

トレーラ②号車 群馬10　大武 宮城4　鈴木浩 茨城8　宮原 石川19　新蔵 東京13　澤田

11トン②号車 岩手3　及川貴 新潟16　田﨑 大分44　吉武 茨城8　生田目 長野17　唐澤 大阪27　松木

4トン③号車 大阪27　北口 石川19　宮谷内 秋田5　森合 福岡40　松田 三重24　落合 京都26　福﨑

トレーラ③号車 栃木9　古口 北海道1　酒井 愛知23　渡辺功 三重24　雲井

11トン③号車 山形6　佐藤光 滋賀25　坂井 千葉12　山﨑歩 兵庫28　久保井 京都26　藤本 富山18　橘

4トン④号車 福井20　竹内 新潟16　中野 栃木9　髙久 大分44　大久保 愛媛38　眞見 福島7　及川誠

11トン④号車 栃木9　渡邉邦 広島34　豊田 宮崎45　西山 岡山33　岡田充 埼玉11　鳩貝

※表の見方 「北海道1　○○」→ 「都道府県　ゼッケン番号　選手名」

赤字 　=女性部門を示す

注１：進行時間については目安であり、進行状況により前後することがあります。
注２：車両の故障等により、乗車車両が変更される場合があります。
注３：名前が旧字体（旧漢字）の場合、システムの都合上、新字体（新漢字）での表記となります。
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