
エントリーリスト

ゼッケン 名前 　ふりがな チーム名 車両 エンデューロ アカデミー

1 日高　彰二 ひだか　しょうじ ふぁんふぁんず 150xc-w 大人クラス 参加

2 橋本　大智 はしもと　だいち ふぁんふぁんず 250EXCｔｐｉ 大人クラス 参加

3 山川　敦司 やまかわ　あつし はじめまして XR230 大人クラス 参加

4 赤堀　吉功 あかほり　よしのり YEC YZ125X 大人クラス 参加

5 川端　良拓 かわばた　りょうたくイカ KLX250 大人クラス 参加

6 松本　哲 まつもと　さとし 雲黒斎 EZ-9 大人クラス

7 小森　拳 こもり　けん チーム山盛り!? YZ125X 大人クラス ビギナー

8 塚田　祐一郎 つかだ　ゆういちろうー KTM200EXC大人クラス

9 山田　壮平 やまだ　そうへい リバーストーンR.T KTM150XCW大人クラス 参加

10 向坊　拓巳 むかいぼう　たくみ スカイマウンテンレーシング YZ250F ミドル EX 参加

11 長田　澄潔 ながた　すみゆき シルバラード KX250F 大人クラス 参加

12 石井　開都 いしい　かいと 中日本自動車短期大学 250XC-W ミドル 参加

13 荒木　祐人 あらき　ゆうと 豊橋技術科学大学二輪部 KX100 学生 参加

14 吉田　悠馬 よしだ　ゆうま 豊橋技科大二輪部 CRF125F 学生 参加

15 田中　隆登 たなか　りゅうと 豊橋技科大二輪部 ｾﾛｰ250 ミドル 参加

16 江原　涼 えはら　りょう 豊橋技科大二輪部 YZ80 学生 ビギナー 参加

17 宮良　康平 みやら　こうへい 豊橋技科大二輪部 YZ125X ミドル 参加

18 五島　健太 ごとう　けんた 豊橋技科大二輪部 CRF 大人クラス 参加

19 清水　邦男 しみず　くにお ヘッドコロロ ｾﾛｰ250 大人クラス 参加

20 坂野　真聖 さかの　まさきよ 豊橋技科大二輪部 125EXC ミドル 参加

21 齋藤　晋也 さいとう　しんや シルバラードｗｉｔｈ鍼灸院縁 YZ125X 大人クラス ビギナー

22 西田　繁夫 にしだ　しげお RS　WOODS　WINDS YZ125X 大人クラス 参加

23 坂口　宗弘 さかぐち　むねひろ めざせ完走 CRM250AR大人クラス ビギナー 参加

24 宮崎　浩一 みやざき　こういち ヘッドコロロ ｾﾛｰ250 大人クラス 参加

25 黒瀬　郁 くろせ　いく 豊橋技術科学大学 YZ250 ビギナー

26 井貝　沙彩 いかい　さあや 愛知大学モーターサイクル部 RM85 学生 ビギナー 参加

増田　準平 ますだ　じゅんぺい ビギナー 参加

27 阿本　貴章 あもと　たかあき チーム尼崎二輪館　ｹﾞﾛﾘｽﾄ・ちょー CR125 大人クラス 参加

28 永井　琴子 ながい　ことこ 愛知大学モーターサイクル部 TTR125 学生 参加

29 細井　洸希 ほそい　こうき 愛知大学モーターサイクル部 RM125 ミドル 参加

30 大竹　凌 おおたけ　りょう 金沢工業大学自動車部 KX250F ビギナー

31 山内　駿 やまうち　しゅん 金沢工業大学自動車部 CR80 ビギナー

32 伊藤　沙樹 いとう　さき 豊橋技科大二輪部(仮） TE150 大人クラス 参加

33 小西　才蔵 こにし　さいぞう 金沢工業大学 KX250F ビギナー

34 伊与田　彩花 いよだ　あやか 中京大学 RM85 ミドル 参加

35 大山　雄平 おおやま　ゆうへい金沢工業大学自動車部 RM-Z250 EX 参加

36 中村　和樹 なかむら　かずき 京都先端科学大学 CRF125F 学生 ビギナー ミドル 参加

37 大筆　彩加 おおふで　あやか 京都先端科学大学二輪部 CRF150F 学生 ビギナー ミドル

38 坂本　州 さかもと　しゅう 京都先端科学大学 KX250F 学生 ビギナー ミドル

39 藤田　竜生 ふじた　たつき 京都先端科学大学二輪部 KX85 学生 ビギナー ミドル 参加

40 福田　健也 ふくだ　けんや 京都先端科学大学 KX125 ミドル EX

41 澁谷　剛毅 しぶや　ごうき モトハウス248林道部 WR250R 大人クラス ビギナー 参加

42 荒木　久敦 あらき　ひさあつ 京都先端科学大学二輪部 YZ250F 学生 ミドル EX

43 青木　孝平 あおき　こうへい 98%Racing RMZ250 EX 参加

スプリント



44 上井谷　拓哉 うえいたに　たくや 京都先端科学大学 KX250F 学生 ビギナー ミドル 参加

45 今井　俊希 いまい　としき 京都先端科学大学 RM250 ミドル EX

46 西村　豊紀 にしむら　とよき 京都先端科学大学二輪部 KX250F ミドル EX

47 安達　瑞穂 あだち　みずほ 龍谷大学バイクサークルＡｉｒ RM85 ビギナー 参加

48 内田　雅士 うちだ　まさのり 金沢工業大学自動車部 YZ80 ミドル 参加

49 田中　拓磨 たなか　たくま 金沢工業大学自動車部 RM85 ミドル

50 曽我　健太 そが　けんた 愛知大学モーターサイクル部 KX125 ミドル 参加

増田　準平 ますだ　じゅんぺい ビギナー

51 小嶋　悠太 こじま　ゆうた 愛知大学モーターサイクル部 CRF250X 学生 ビギナー 参加

細井　洸希 ほそい　こうき

52 田所　栞奈 たどころ　かんな 中日本自動車短期大学 CRF150 学生 ミドル

53 米田　朋矢 よねだ　ともや 龍谷大学　自動車部 CRF250R ミドル

上野　遼馬 うえの　りょうま 龍谷大学　自動車部 CRF250R ビギナー

54 河合　里帆 かわい　りほ 京都先端科学大学二輪部 CRF125F 学生 ビギナー

55 小西　才蔵 こにし　さいぞう 金沢工業大学 YZ80 学生

小野　ゆかり おの　ゆかり 金沢工業大学自動車部

56 角野　直樹 すみの　なおき 金沢工業大学自動車部 YZ250F ミドル 参加

57 佐々木　魁 ささき　かい 金沢工業大学自動車部 YZ125 ミドル

68 前田　美由姫 まえだ　みゆき 愛知大学モーターサイクル部 RM85 大人クラス ミドル 参加

70 浅野　萌佳 あさの　もか 愛知大学モーターサイクル部 KX85 ミドル ビギナー 参加

167 矢代　浩也 やしろ　ひろや 豊橋技術科学大学二輪部 YZ250 ミドル ミドル 参加


