
ゼッケン チーム名 車両 ED SP 街のり

1 児玉 大空 信州大学 CR125 初級 初級 ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ110

2 矢代 浩也 豊橋技術科学大学二輪部 YZ250 中級 中級

4 豊橋技科大二輪部 YZ250FX EX 中級

5 荒木 久敦 京都先端科学大学二輪部 YZ250F EX EX シグナスSR

6 Team ACT KLX250 社会人 社会人

7 今井 俊希 京都先端科学大学二輪部 RMZ250 中級 中級 参加

8 藤田 恕誠 長岡技大F RM125 初級 初級

9 愛知大学モーターサイクル部 RMZ250 社会人 社会人

10 松沢 勇弥 Team ACT KX250F 社会人 社会人

11 江島 真弘 長岡技大B CR125R 中級 中級

12 豊橋技科大二輪部 ﾎﾞﾛｰ225 EX 中級 ﾊﾞｰﾃﾞｨｰ50

13 大澤 槙人 長岡技大C KDX220SR 中級 中級

14 岡村 朋哉 千葉工大 Dドラッカー 中級 中級

15 向坊 拓巳 スカイマウンテンレーシング YZ250F EX EX

16 西條 天馬 千葉工業大学 KX100 初級 初級

17 長岡技大E TTR250R 初級 初級

18 山中 和之 東京大学 RR2T300 社会人 社会人

19 吉田 悠馬 豊橋技科大二輪部 YZ250FX 初級

20 茨城高専OB 250EXC 社会人 社会人

21 茨城高専OB FF250 社会人 社会人

22 吉崎 恵太 非ヤン林道會 TE125 社会人 社会人

23 田口 哲己 愛知大学モーターサイクル部2 XR250 社会人

細井 洸希

24 KMFC 250EXC tpi 社会人 社会人

25 大筆 彩加 京都先端科学大学二輪部 CRF150R 初級 初級

26 樋口 暁亮 千葉工業大学 YZ250F 初級 初級

27 新木 崇弘 金沢工業大学OB RM125 社会人 社会人

28 愛知大学 TTR125 中級 初級 ﾘﾄﾙｶﾌﾞ

29 大山 雄平 金沢工業大学自動車部 RMZ250 EX EX

30 渡邉 健太 千葉工業大学 KX125 中級 中級

31 福田 健也 京都先端科学大学二輪部 KX125 EX EX ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ

32 中京大学 RM85 中級 ？？？

33 鞘師 慶盛 京都先端科学大学二輪部 KX250F EX EX

34 瀬戸口 裕二 長岡技術科学大学　OB YZ125 社会人 社会人

35 内燃機関研究部With非ヤン林道會 マジモンのY EX 中級

36 ありったけふれんず YZ250FX 社会人 社会人

37 豊橋技科大二輪部 ｼﾞｪﾍﾞﾙ125 初級 初級

38 豊橋技科大二輪部 YZ250 中級 中級

39 YZ250F 社会人 社会人

40 豊橋技科大二輪部with茨城高専OB TE150 EX 中級 NS-1

41 豊橋技科大二輪部 TTR125 初級

42 青木 徹也　 CRF250R 社会人 社会人

43 豊橋技科大二輪部 CRF125 初級 初級

44 月曜有給作戦 YZ125 社会人

45 櫻庭 直斗 豊橋技科大二輪部 RM85 初級 初級

46 高橋 雅 豊橋技科大二輪部 CRF125 初級 初級

47 くびったけふれんず KLX230R 社会人

48 TUTU岐阜支部 YZ125/KX250F 社会人 社会人

49 古野 達郎 長岡技術科学大学　OB CR250RX 社会人 社会人

50 曽我 健太 愛知大学モーターサイクル部 KX125 中級 中級

増田　 隼平 初級

田口 哲己 社会人

51 小嶋　 悠太　 愛知大学モーターサイクル部 CRF250x 初級 初級

52 畑 朝飛 京都先端科学大学二輪部 KX250F EX 中級

53 田中 拓磨 金沢工業大学自動車部 RM85 中級 中級
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54 田中 大貴 東京工芸大学 YZ125X EX 中級

55 石井 開都　 中日本自動車短期大学 125EXC EX 初級

56 川崎　 裕貴 長岡技大A　With茨城高専OB YZ250F 中級 中級

57 石原島 弘明 RM85 初級　 初級

58 田島 直紀 金沢工業大学自動車 YZ125 初級

59 相馬 亜楠 京都先端科学大学二輪部 KX85 初級 初級

60 塩澤 竜雅 金沢工業大学自動車部 YZ85 初級

村中 洸天

61 石垣　 航 YZ250F 社会人

62 CRF250R 社会人 社会人

63 内田 雅士 金沢工業大学自動車部 CR250R EX 中級

64 北原 一寿 YZ125X 社会人

65 佐藤　 諒 東京工芸大学 ｾﾛｰ225 初級 初級

66 横江　 翔太 YZ125 社会人 社会人

67 東京工芸大学 RM85 初級 初級

68 前田 美由姫 愛知大学モーターサイクル部 RM85 社会人 社会人

69 工学院大学 KX250 EX EX

70 浅野 萌佳 愛知大学モーターサイクル部 KX85 中級 初級

71 五十嵐 俊介 工学院大学KMCC RM125 初級 初級

72 荒木 大河 東京工芸大学 yz250fx 初級　

73 小野寺 佳怜 金沢工業大学自動車部 YZ80 初級

高橋 諒太　 金沢工業大学自動車部

74 梅山 裕貴　 東京理科大二輪会 ヒモバーナFE350 中級

75 小崎　 海志 東京都市大学 CRF150R2 初級 初級

76 角野 直樹 金沢工業大学自動車部 YZ250F EX EX

77 小野 ゆかり 金沢工業大学自動車部 KX250F 初級

78 増田 隼平 愛知大学モーターサイクル部1 CRF250x 初級

79 相原 真斗 工学院大学 KX85 初級 初級

80 藤井 瑠也 福山大学二輪部 KX125 EX EX 参加

81 米田 朋矢 龍谷大学　自動車部 150XC-W 中級 EX

82 梶田 昌史 信州大学職員 TLM220/CR125 社会人 社会人

83 牧 大樹 京都先端科学大学二輪部 CRF1:25Ｆ 初級 初級 参加

84 福山大学二輪部 ｾﾛｰ250 EX 中級 参加

85 信州大学モーターサイクル部 CR125 初級

86 齋藤 匠 工学院大学 RM125 中級 中級

87 矢花 大樹 CR125 社会人 社会人

88 関口ドリル太郎 KX100 社会人

90 嶋崎　 一斗 筑波大学TOS_RACING CRF150R 初級 初級

91 千葉工業大学 YZ250F 中級 中級

92 西村 豊紀 京都先端科学大学二輪部 KX250F EX EX VTZ250

93 河合 里帆 京都先端科学大学二輪部 CRF125F 初級 初級

94 高橋 京世 KTMうず潮レーシング福山 250SX-F EX EX

95 Team Alphathree TC105 初級 中級

96 田淵 あおい XR230 社会人 社会人

97 尾坂 昌紀 長岡技大D YZ250 中級 初級

98 小林 拓斗 YZ250F 社会人 社会人

99 嶋崎　 友一朗 ガッキーぺろぺろ総本山 RM125 社会人 社会人

100 神谷 宗一郎 愛知大学モーターサイクル部 CRF250R 社会人 社会人

101 東京工芸大学 CRF150F 社会人 社会人

102 細井 洸希 愛知大学モーターサイクル部2 RM125 中級

103 テクノバイク部With　familiar　interor KLX250 社会人

104 日本大学 ﾄﾓｽ　ｸﾗｯｼｭ ﾄﾓｽ　ｸﾗｯｼｭ

105 坂本 州 京都先端科学大学二輪部 RMZ250 EX 初級 参加

106 エンジョイライダーライゼン TT250R 社会人 社会人

107 楠 雄貴 千葉工業大学OB　with　team　SSC RMZ250 社会人 社会人
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114 中村 雄 東京工芸大学OB CR250 社会人

212 神奈川大学内燃機関研究部OB RM125 社会人 社会人

323 渡邉 誉 タケザワレーシングWith OmegaOil&MRP YZ250FX 社会人 社会人

548 西沢 茂　 ZZZZ富田自動車板金 KTM125SX 社会人

575 杉原 幸信 長岡技術科学大学　OB BETA RR4T350 社会人 社会人

622 今岡 健 へき肉会 KTM250EXC 社会人 社会人

626 おかぴかぴかぴかぱんつ YZ125 社会人 社会人

628 ラムッ WR250F 社会人

751 酒巻 将太郎 東京都市大学 CR250RX 中級 中級 VTR1000/XR50R

821 舘山 侑生 埼玉工業大学 YZ125 中級 EX

888 TCU-MCC@ほぼ留年???　 CRF250R 中級 中級 ｱﾄﾞﾚｽ125

981 新田　 裕二 東京理科大二輪会 WR250R 中級 中級 参加

1130 新井 昇平 CRF250R 社会人 社会人

1211 近能　 拳人 足利大学mcc WR250R EX

03 Webike CRF250 社会人 社会人OSA
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