
 「JNCC-８耐G 爺ガ岳 」　エントリーリスト 2017/8/15　現在

クラス クロスオーバー ゼッケン 第２ライダー 第３ライダー 競技車両 チーム名

WORKS選抜 1 RICKY RUSSELL 阿部佑哉 YZ450FX MOTOCOWBELL RT

WORKS選抜 2 小池田 猛 原田健司 FE250 Husqvarna　Racing

WORKS選抜 3 神馬 匠 神馬健 350EXCF OLDKIDS KYT&平野商会

アイアンマン 11 日高 健二 YZ125 和田屋SRC

アイアンマン 12 大出 和弘 350EXC 泥んこライダース

アイアンマン 13 齋藤 崇浩 YZ125 泥んこライダーズ

アイアンマン 14 三浦 伸晃 YZ250FX ＷILD BOAR

アイアンマン 15 森 耕輔 YZ250 モトプライム＆AMSOIL＆前田制作＆YMC

アイアンマン ウーメン 16 松本 早悠里 KX85 ＯＫＭ  ＲＩＤＥＲＳ

アイアンマン 17 殿墳 大輔 XR400 APA@ぼっちレーシング

アイアンマン 18 渡部 宏太郎 YZ250 えこたま＠芝泥

アイアンマン 19 塩澤 秀登 250EXC カムイオート林道チーム5％

アイアンマン 20 池上 和重 CRF250X ウイング千葉テツレーシング！!

アイアンマン 21 今井 宏和 CRF125F 越谷ぼっち会 Rockers

アイアンマン 22 黒木 孝幸 YZ250 月曜会

アイアンマン 23 大泉 大輔 CRF250X 03attackers

アイアンマン 24 福田 孝平 ＹＺ250 泥んこライダーズ

アイアンマン 25 大山 綾生 CRF250R スカラファージオ＠芝泥

アイアンマン 26 永井 隼斗 YZ250X TCU-MCC@BOSCH

アイアンマン 27 土屋 吉輝 YZ250 静岡RindowsRacing

アイアンマン 28 中田 宗徳 DJEBEL

アイアンマン 29 荒井 政一 serrow225 ガレージエム 泥部

アイアンマン 30 小林 章二 CR80R2 Bigチキン闇雲

アイアンマン 31 吉田 元春 TE250

アイアンマン 32 藤原 正洋 PR4 240 Limited Team SOF.

アイアンマン 33 笠原 浩 XR100R モト・コムラート

アイアンマン 34 菅谷 栄美 CRF250 SEKI-MOTORS

アイアンマン 35 古川 徹 YZ250FX SEKI-MOTORS

アイアンマン 36 多田 豊 350EXC SEKI-MOTORS

アイアンマン 37 高木 憲司 YZ250X SEKI-MOTORS

アイアンマン 38 田中 貴浩 KX100 スターズRT　24歳、新車です。

アイアンマン 39 福井 陽一 WR250F スターズRT

アイアンマン 40 原 壽夫 DR250 スターズRT

アイアンマン 42 齋藤 拓巳 KX250F 走る喜びを知りたい

アイアンマン 43 内山田 徳克 TE250 Team SOF.

アイアンマン 44 佐藤 徳寛 x-trainer 月曜会

アイアンマン 45 五十嵐 一功 250EXCF Team SOF.

アイアンマン 46 芳賀 武博 CRF250X

アイアンマン ウーメン 47 小沢 加津美 CRF100 チビ太 typeR

アイアンマン 48 増田 春将 YZ250X Ｆｕｌｌ Ｅｎｅｒｇｙ

アイアンマン 49 遠藤 克己 RMX250S 03attackers

アイアンマン 50 相澤 貢 FE350 husqvarna東名横浜＆BELRAY

アイアンマン 51 後藤 満 XR100 四天王四番騎

アイアンマン 53 渡辺 栄貴 YZ250FX 福山大学二輪

アイアンマン 54 登内 建也 TE250 ウェビック オフロード部

アイアンマン 55 松戸 義人 YZ250FX SEKI MOTORS

アイアンマン 56 棚田 弘 FE501 ハスクバーナ東名横浜　Belray

アイアンマン 58 笠田 隆昭 YZ250 Team　KSD

アイアンマン 59 渡邉 誉 YZ250FX 竹沢レーシング with ΩmegaOil&MRP

アイアンマン 60 岡田 剛 250EXCF Garage M with GOK

アイアンマン 61 伊藤 武行 RMX250S

アイアンマン 63 青木 俊実 450EXC

アイアンマン 64 鍵谷 賢吾 250EXCF SIXDAYS フレアライン＆TRYHARDGYM

アイアンマン 65 原島 将行 125SX 林道野郎特攻チーム

アイアンマン 66 前田 純 EC250F 林道野郎特攻チーム

アイアンマン 67 湯浅 文人 CRF150R2 爆弾ハンバーグ1/2

アイアンマン 68 梅津 幸司 Freeride350 ウェビック オフロード部

アイアンマン 69 深澤 大樹 YZ125 TCU-MCC＠NOK

アイアンマン 70 木島 直人 CR250R スカラファージオレーシング

アイアンマン 71 為我井 淳 YZ250X HOTSHOTRacing&Fullemergy

アイアンマン 72 渡辺 和哉 YZ250FX Team あんぽんたん

アイアンマン 73 大神 智樹 FE250 Husqvarna東名横浜&BEL-RAY

アイアンマン 74 道下 孝行 WR250F シマダセイサクショ＆NARLEEZ

アイアンマン 75 神崎 徳之 KFC350

アイアンマン 76 石戸谷 蓮 250EXC KTM埼玉RT

アイアンマン 77 工藤 正啓 RMZ250 SBS厚木フライングバレー

アイアンマン 78 川下 哲之 TE125 メタプロ

オープン 10 RANDY HAWKINS 和田孝平 YZ450FX 和田屋SRC

オープン 101 前野 雅敏 手塚洋輔 YZ250F 泥んこライダーズ

オープン 102 高石 裕二 飯塚純 沼田基孝 YZ250FX 和田屋SRC　チーム・ジョッキー

オープン 103 中島 東彦 佐藤和之 勝田真和 YZ250X 和田屋ＳＲＣ

オープン 104 粟屋 俊輔 野口英康 新井伸夫 EC300 チームGOCHIGAS

オープン 105 福田 亮平 赤羽慎也 YZ250FX 泥んこライダーズ

オープン 106 石川 浩太郎 渡辺健介 TE250 CLUB2400

オープン 107 石川 彰義 馬越英之 大谷智史 YZ250X 和田屋SRC

オープン 108 小川 英克 尾澤一樹 柴倉隆史 YZ125X 和田屋SRC

オープン 110 小田川 紘輔 鈴木健介 小田川春樹 YZ250FX ステハニーレーシング+ODG

第１ライダー



オープン 111 新沼 光 太田真人 千葉哲也 RR2T250 ベータストレンジIRC足跡百%

オープン 112 大春 太一 林聡 WR250F チームクラウド

オープン 113 青沼 峰男 福村剛 森嶋圭 TE250 三浦歯科

オープン 114 菅野 佑治 長根冬馬 YZ250 team遠距離900すがとま with RG3

オープン 115 程田 晃 西龍一 CRF250R チーム　クラウド

オープン 116 星 光明 勝部登 津田佳典 150XCW チーム　ワンダーランド

オープン 117 吉瀬 忍 香高弘樹 竹村勉 300EXC 林道単車会

オープン 118 松井 政人 飯田治興 宮田淳一 WR250F ギルティ☆ディーオー・エム+

オープン 119 近藤 真悟 堀田真吾 山橋隆 YZ250X 怪しい道調査隊＆デコボコフレンズ

オープン 120 加藤 裕士 橋本直樹 野口貴広 250SXF パワーエンデューロ

オープン 121 田崎 恭平 渡辺一宏 KX125 Team ヴァンサンク

オープン 122 波田野 秀紀 波田野潤 福士崇人 CRF250X オアシス フレンズ

オープン 123 田中 和宏 外園大介 淺井亮輔 RMZ250 ステハニCFアドブレーシング

オープン 124 和田 倫生 三浦壮大 鈴木敦夫 FE250 Beersスー

オープン 125 橋本 和義 奈良磨 五十嵐貴幸 300XCW チームケイズ

オープン 126 宇田川 隆 阿部博一 阿部昴馬 YZ250FX TOMOレーシング&デザートジャンキーズ

オープン 127 藤﨑 賢 松本陽一 神宮寺優 YZ250FX

オープン 128 星野 哲志 山崎直樹 沓沢征紀 WR250F 三十路イボ痔切れ痔 POWER

オープン 129 鷹見 全喜 関根寿幸 山下徹 CRF250R ドリルレーシング

オープン 130 伊藤 卓也 小島靖義 津田順一 YZ250FX デッシージャパン

オープン 131 高橋 潤 北詰久高 田上眞吾 CRF250X レベルＢ

オープン 132 小茂池 信吾 大浦信輔 YZ250FX チームいいね

オープン 134 中村 圭一 田中和博 浅沼博文 YZ250FX RC遠土路+よろずや

オープン 135 大内 清春 國友正和 鈴木勝 250SXF GARE-TALK

オープン 136 宇津野 泰地 保坂修一 CRF250R Team first penguin

オープン 137 加瀬 幸一 関邦治 250EXC SEKI-MOTORS

オープン 138 守 一浩 玉井克則 CRF250X SEKI-MOTORS

オープン 139 永島 明廣 藤本義明 WR250F ウマイラズ

オープン 140 徳江 栄佐 小林一紀 奥野隆浩 200EXC パワーエンデューロ

オープン 141 佐藤 光彦 加藤健司 島田隆宏 WR450F スターズRT

オープン 142 高井 佳祈 小熊康夫 北村昌隆 TE250 スターズRT　いける気がしない

オープン 143 高橋 嘉悠 町田剛 田澤啓明 WR250F スターズRT

オープン 145 草木 幸多郎 山﨑政一 小牧利章 YZ250FX スターズRT　deカミナリ一門

オープン 146 上野 仁史 森慎太郎 CRF230F スターズRT　ピートモス

オープン 147 湊 篤士 馬庭隼人 八木孝明 CR125 スターズRT　まぐろや湊

オープン 148 金子 雅史 立花正樹 渡辺耕介 WR250F 和田屋SRC

オープン 149 山中 尚 福田充宏 WR250F クレィジーマウンテン

オープン 150 樋屋 壮宣 鈴木佳祐 大森玲一 Freeride250 林道単車会

オープン 151 依田 拓也 依田和也 Xトレーナー トップメンテナンス

オープン 152 犬飼 美千代 倉沢敏 滝澤進 125EXC クラクラwithまるあ楽走

オープン 153 田邉 岳大 新健吾 山口森彦 YZ250X 大北林道組合

オープン 154 園生 忠 矢吹忠義 下山隆 CRF250R モトサウンド

オープン 155 河合 徹明 郡司貫通 野溝芳男 YZ125 郡司板金

オープン 156 小林 貴博 平島永 井本謙一 125SX 平島家

オープン 157 猪島 慶 大谷優太 250EXC TNP&081お兄さん

オープン 158 福森 寿明 田口泰宏 矢野和都 KX250F RG3 SHINKO あすなろ

オープン 159 渡邊 英雄 猪島翔 蓮見雅史 250EXCF チームケイズ

オープン 160 丸山 勝敏 近藤伸也 笠井拓也 YZ250FX ｸｿﾊｹﾞｰ！レーシングTEAM

オープン 161 鎌田 朋芳 小林秀雄 堀江昌展 150SX ガストロレーシングけも隊

オープン 162 齋藤 航 梅山拓也 緒方悠貴 YZ250F 超大陸パンゲア

オープン 163 和田 鉄平 木下真輔 水沢俊紀 125EXC MCシモ&SHIN木下&水沢ちゃんのチーム仕事仲間

オープン 164 嵐口 哲也 渡邉悟 春日琢磨 CRF250X ワールドレーシング&アートガレージwith長和の森

オープン 165 岩辺 政敏 望月顕治 久保亮 CRF250X 1up style racing

オープン 166 中谷 彰良 麻生康則 久保園晃 CRF250X TIGERCAPITAL

オープン 167 加藤 耕治 中村裕 YZ250FX フレアライン

オープン 168 苔縄 誠司 作間公一 尾崎徳之 CRF230F チーム・オーバーザレインボー

オープン 169 嶋田 敏也 白坂太志 YZ125X オシャレイカチ@HIOKI

オープン 170 梅原 真一 梅原幹大 林英人 300XCW フレアライン＆ＳＫＰ

オープン 171 亀田 卓大 鈴木康司 多川潤 250EXC GマッサールR

オープン 172 吉田 夢海 廣田優大 TC105 SeezooハスクバーナELF

オープン 173 野口 久友 齋藤祐太朗 岩手信 YZ250X TEAM ワッショイ 2017

オープン 174 鈴木 里美 依光剛裕 行木毅 125EXC KISARAZU BASE

オープン 175 林 健次 小林基訓 450EXC オートサービス24林道単車会

オープン 176 川村 雄一 榎本雅至 125EXC ロケットレーシング

オープン 177 原田 淳 石本麻衣 125EXC SIXDAYS jonit.

オープン 178 大野 孝男 山田忠司 山崎範治 WR250F ヒロシマドンガメクラブ

オープン 179 松津 航平 堀玲於奈 YZ125X チームKOC

オープン 180 尾美 英樹 清野利幸 CRF250R ダートパワーズ&アートガレージ&長和の森

オープン 181 東 祐樹 小沢智樹 稀代新平 TE250 フレアラインwith 新平

オープン 182 大野 隆之 迫建太郎 中澤篤史 TE250R TUTC OB with 黒ヒモ男爵

オープン 183 佐藤 正和 鈴木勝博 CRF250R MOTOCOWBELL RT

オープン 184 菊地 健太 内海真宏 西川和良 YZ250F HOS(変ナオジサンズ)

オープン 185 日暮 亮 中村利雅 YZ250F HOS(変ナオジサンズ)

オープン 186 横江 翔太 橋下航司 CRF250R AUMC チーム東海南

オープン 187 横尾 尚行 河部儀信 250EXC フレアライン＆ＴＲＹＨＡＲＤＧＹＭ

オープン 188 磯野 弘幸 菊地純 RR2T250 キャラメルモータース

オープン 189 江島 陸 五島健太 青木孝平 YZ250F 愛知大学with技科大

オープン 190 加藤 浩介 田渕武 YZ250FX T&K

オープン 191 小澤 一徳 鈴木久幸 YZ250FX 富士ライダース

オープン 192 川島 崇寛 鈴木宗久 鈴木淳 CRF150R2 Team 富士ライダース

テーピング 601 岡庭 大輔 在原勉 川村洋史 WR250R 和田屋SRC

テーピング 602 鳥光 忠春 馬場隆二郎 PR4 Limited 和田屋SRC

テーピング 604 平田 仁 佐野成寿 Freeride350 チームCRIS(クリス）



テーピング 605 細川 勇一朗 三石勲 神原和樹 400EXCF ドリルレーシング

テーピング 606 高橋 愛加 大桃純貴 菊本武宏 serrow250 スターズRT　TUKx2

テーピング 607 小池 達明 佐藤雅敏 武田隆志 CRF250L スターズRT　オフ行こ

テーピング 608 鈴木 真人 新井陸 荒井直貴 KLX250SR スターズRT　24歳、旧車です。

テーピング 609 小川 聡 小林将人 KLX250 スターズRT

テーピング 610 小林 正裕 平林透 清水勝次 KDX200 闢廬零神愚

テーピング 611 島貫 章 中川明 横沢諒太 serrow250 チキンレーシング Bチーム with MOTUL

テーピング 612 稲葉 啓太 土肥智 三浦圭介 DJEBEL250XC 178製作所

テーピング 613 山西 利康 山西涼 大野慶二 WR250R フレアライン＆ＴＲＹＨＡＲＤＧＹＭ

テーピング 614 神 拓也 森本祐輔 市川万貴人 トリッカー ウェビック オフロード部

テーピング 615 小山田 晃 遠藤大輪 小田中勝彦 DT200WR モトワークス大輪

テーピング 616 小林 達矢 中村智之 小嶋勉 DT200WR 闢廬零神愚 Aチーム

テーピング 617 伊藤 友一 清水大輔 竹内良幸 serrow250 突き屋半田市505

テーピング 618 野頭 勝敏 吉田克宏 横山直 ランツァ230 チキンレーシングwithMOTＵＬ＆ディーゼルペイント＆砂魂

テーピング 619 永森 崇裕 宮本高幸 竹村諭 DRZ400 ふりーぢゃき土佐

テーピング 620 岩田 康司 関耕太郎 PR4 SEKI-MOTORS

テーピング 621 新田 豊起 榎本周 澤木千敏 XR600R RG3 SHINKO あすなろ

テーピング 622 三谷 真人 山田達也 KDX200 山田塾

テーピング 623 高山 浩明 平川雅大 三田晋 WR250R H.B.L

テーピングLight 701 清水 周 近藤靖夫 吉荒輝明 XR230 ロケットレーシング＆チーム正春

テーピングLight 702 岩鬼 久重 中山光昭 深山智秋 XLR200R チームハイウェストレーシング

テーピングLight 703 梅山 裕貴 田沼禎将 小野寺将希 serrow225 東京理科大NRKracing

テーピングLight 704 飯野 実 赤岩久 serrow225 はだ＊エプ（＾＾）/

テーピングLight 705 高橋 功 伊藤秀裕 廣島仁 serrow225 TEAM130

テーピングLight 706 小船 祐幸 安蔵靖 島根寛光 serrow225 MOTREK　RC

テーピングLight 707 赤染 太介 根岸克也 三浦智 serrow225w レベルＡ

テーピングLight 708 木村 吏 木村聡 上妻卓也 XR230 闇雲木村塾

テーピングLight 709 砂川 英治 安蔵寿 serrow225 GARE-TALK

テーピングLight 710 小川 澄佳 安喰好二 北村次夫 XR200R あぐきたすう

テーピングLight 711 斎藤 光之 塩原一敏 KDX125SR ロケットレーシング

テーピングLight 712 前田 善尋 遠藤陽一 佐々木将雄 serrow225 つるっぱげレーシング

テーピングLight 713 唐澤 竜太郎 楠山泰生 軽部聡 serrow225 ウェビック オフロード部

テーピングLight 714 児玉 駿 高山正英 加納祥亜 ジェベル200 Ｔｅａｍ　ＴＡＫＡＹＡＭＡ

テーピングLight 715 渡辺 智子 渡辺浩一 増田健太 DJEBEL200 寿 Warriors with NBC

テーピングLight 716 月居 誠 笹野裕也 御園良博 TE125 2106(3軍)

テーピングLight 717 大谷 優太 岡部基樹 出口隼飛 SEROW225 TNPビンビンカーニバル

スモール 801 吉岡 徹 長井弘典 後藤直樹 TT-R125FX HASE ヘタレレーシンゲ

スモール 802 小松原 昌明 渡會昌央 小林輝人 KX100 和田屋SRC　優勝目指します！

スモール ウーメン 803 木村 慧 中島美幸 川田いづみ DRZ125 つぎはぎ倶楽部

スモール ウーメン 804 関山 海生子 高橋美千代 島崎千恵 CRF100F 和田屋にゃんにゃんズ

スモール 805 後藤 正彦 後藤祥弥 YZ150X 石原内燃機レーシングチーム

スモール 806 小林 和彦 斎藤潤弥 井上明弘 CRF150F 田吾作レーシングＥＤ

スモール ウーメン 807 高橋 加津子 川上章子 TTR125 TEAM130婦人部美奈子も

スモール 808 大石 紀伸 白鳥貴久 鈴木哲也 CRF150R B-project

スモール 809 平山 渡 佐々木一晃 保坂明日那 KX85Ⅱ hrc(ヒラヤマレーシングクラブ)

スモール 810 松尾 万代 松尾英之 CRF150R スターズRT

スモール 811 大澤 克 松尾雅美 壬生成巳 KX100 こむらがえり

スモール 812 菅原 悠花 小野真道 RM85

テーピングTRY 901 松崎 智徳 江守隆行 細谷忠司 DT200WR KRH

テーピングTRY 902 熊谷 崇 伊代田明人 熊谷碧 ＫＸ65 モンスターエイジ　いよレーシング

テーピングTRY 903 髙野 省吾 関誠 CRF150 はだエプ＾＾

テーピングTRY 904 岡本 亮 岡本篤 250EXCF LUMBER  JACKS  RACING

テーピングTRY 905 松本 晃 坂田真一郎 帯刀洋亮 CRF250L ホンダドリーム松本

メディア 951 谷田貝 洋暁 濱矢文夫 EC300 チーム★Under400

メディア 952 産方 卓也 大川原潤 加藤冬樹 RR50 rider


