
ゼッケン 名前 チーム名 車両 ６０ｍin アカデミー 参加バイクは事務局より
101 柏瀬　こずえ ディーオー・エム CRF125F エンジョイ 通知された番号をマシンのフロント及び
102 尾鼻　兼吉 佛教大学 SL230 学生 参加 両サイドにゴシック体で明確に記入のこと。
103 岡部　佳祐 おかぴかぴかぴぱんつ YZ125 エンジョイ 参加
104 関口　陽平 関口ドリル太郎 KX100 エンジョイ 参加
105 今岡　健 へき肉会 KTM250EXC エンジョイ
106 小林　竜平 エンジョイライダー　ライゼン TT250R エンジョイ
107 樋口　暁亮 千葉工業大学 YZ250F 学生 参加
108 田中　英輝 カッパちゃんR Freeride250 エンジョイ
109 清水　邦男 ヘッドココロ ｾﾛｰ250 エンジョイ 参加
110 藤木 幹太 糸魚川泥んこ倶楽部 YZ250FX エンジョイ
111 藤原　宗胤 東京工芸大学 XR250 学生 参加
112 鈴木　雄大 東京工業大学 RM85 学生 参加
113 田中　大貴 東京工芸大学 WR250F 学生 参加 ６０分minゼッケン　黄色ベースに黒文字
114 宮崎　浩一 ヘッドココロ 250EXC-F エンジョイ 参加
115 渡邉　健太 千葉工業大学 KX85 学生 参加
116 大筆　彩加 京都先端科学大学二輪部 CRF150R 学生
117 上井谷　拓哉 京都先端科学大学二輪部 WR250R 学生 参加
118 中村　和樹 京都先端科学大学二輪部 CRF125F 学生 参加
119 藤田　竜生 京都先端科学大学二輪部 KX85 学生
120 河合　里帆 京都先端科学大学二輪部 CRF150F 学生
121 今井　俊希 京都先端科学大学二輪部 RM250 学生
122 中島　雄輝 一匹羊 KLX250 エンジョイ 参加
123 小長井　涼平 東洋大学MEC研究会 KSR2 学生
150 曽我　健太 愛知大学モーターサイクル部 KX125 学生 180分minゼッケン　白色ベースに黒文字

ゼッケン 名前 チーム名 車両 180min アカデミー アイアンマン賞 レディース賞 トレール賞
1 南　優汰 龍谷大学　自動車部 RM80 先輩

松本　遼太郎
2 渡邉　誉 タケザワレーシングwithOmegaOil&MRP YZ250FX チャレンジ 対象
3 米田　朋矢 龍谷大学　自動車部 150XC-W 先輩 対象
4 吉田　基希 神奈川大学内燃機関研究部 ｾﾛｰ225 先輩 対象 対象
5 松井　航 ホンダテクニカルカレッジ関西withATJRacing CRF250RX チャレンジ 対象
6 小川　澄佳 ガレージハイブリッドすぅ CRF250RX チャレンジ 対象 対象
7 西嵜　雄太 OMF WR250F チャレンジ 参加 対象
8 宮田　淳一 DOM＆EMTR CRF250X チャレンジ 対象
9 若井　優彦 神奈川大学　内燃機関研究部 YZ125 先輩 対象

10 遠藤　大斗 RCフライングガーデン KX125 チャレンジ 対象
11 梅山　裕貴 TCU-MCC@チーム梅山 KLX250 チャレンジ 対象

梅山　拓也
12 西條　天馬 千葉工業大学 KX100 先輩 参加 対象
13 坂本　一 東京工芸大学 CRM 250R チャレンジ 対象 対象
14 大山　稜生 スカラファージオレーシング CRF250R チャレンジ 対象
15 宮良　康平 豊橋技科大二輪部 YZ125X 先輩 対象
16 土肥　優人 東洋大学　川越キャンパス CRF150F 先輩 参加 対象
17 青木　徹也 OB CRF250R チャレンジ 対象
18 嶋崎　友一朗 ガッキーぺろぺろ総本山 RM125 チャレンジ 対象
19 上野　遼馬 龍谷大学　自動車部 CR250R 先輩

長井　友哉
鈴木　雄也

20 福田　健也 京都先端科学大学二輪部 KX125 先輩 対象
22 佐藤　直樹 京都先端科学大学二輪部 YZ250F 先輩 対象
23 西村　豊紀 京都先端科学大学二輪部 KX250X 先輩 対象
24 荒木　久敦 京都先端科学大学二輪部 YZ250F 先輩 対象
25 田口　晴輝 内燃機関研究部 ｼｪﾙﾊﾟ 先輩 対象 対象
26 坂本　州 京都先端科学大学二輪部 RMZ250 先輩 対象
27 岡村　朋哉 千葉工業大学 Dﾄﾗｯｶｰ 先輩 参加 対象 対象
28 畑　朝飛 京都先端科学大学二輪部 KX250F 先輩 対象
33 鞘師　慶盛 京都先端科学大学二輪部 KX250X 先輩 参加 対象
51 細井　洸希 愛知大学モーターサイクル部 CRF250X 先輩 対象
67 福原　脩平 神奈川大学内燃機関研究部 ｾﾛｰ225 先輩 対象 対象
70 浅野　萌佳 愛知大学モーターサイクル部 KX85 先輩 対象 対象
73 向坊　拓巳 スカイマウンテンレーシング YZ250F 先輩 対象
93 小林　大介 千葉工業大学二輪部 YZ250FX 先輩 参加 対象

231 勝田　貴裕 ATJ-RACING　with　東京工科専門学校 CRF250RX チャレンジ 参加 対象
487 河合　祥 OMF KTM　EXC250チャレンジ 参加 対象
715 酒巻　将太朗 東京都市大学CR250RX CRF250RX 先輩 参加 対象
765 漆川　悠 神奈川大学　内燃機関研究部OB WR250F チャレンジ 参加 対象
888 鈴木　一真 TCU-MCC@ずま CRF250R 先輩 参加 対象

1130 新井　昇平 工学院大OB CRF250R チャレンジ 対象
野本　康弘 CRF250ﾗﾘｰ 参加
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