
2017　JNCC 全国ブロック　選抜ワイルドクロス　エントリーリスト

地域 FA/FB/WA・WB FUN-1 FUN-2 COMP-1 COMP-２ ピットクルー

北海道/東北 北海道・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島 吉田 克宏 (FA) 中野 宗和 (FC) 野頭 勝敏 (FB) 永木 雄二 (A) 小坂竜也（AA）

関東-A 群馬・栃木・埼玉・東京 神田 隆博（FA） 松本 陽一 (FC) 増田 慎之介 (FC) 松尾 英之 (AA) 出口 隼人 (AA)

関東-B 茨城・千葉 関山海生子（WB） 渡會 昌央（FB） 横山 直（FB） 和田 考平（B） 渡辺 学 (AA)

関東-C 神奈川・山梨 櫻井 隆仁 (FA) 小池 一彦 (FC) 産方 卓也 (FB) 石戸谷 蓮 (AA) 小林 雅裕 (AA)

中部信 岐阜・長野 犬飼 美千代 （WA） 滝村 剛 （FA) 宇津野 泰地 （FA) 林 友太 (AA) 小池田 猛 (AA)

北陸越 福井・石川・富山・新潟 佐藤 敬司 （FA） 二口 智彦 （FA） 谷口 幸男 （FA） 真田 治 （AA） 齋藤 祐太朗 （AA）

東海-A 静岡-A 近藤 香織 （WA） 平野 公章 （FC） 佐久間 貴敏 （FA) 星野 恭平 (AA) 内山 裕太郎 (AA)

東海-B 静岡-B 加藤 浩介 （FA) 鈴木 崇久 （FD） 神馬 健 （FA） 中條 正 （A） 山本浩史 （AA)

東海-C 愛知・三重 菅原 悠花 （WA） 淺井 亮輔 （FC） 鈴木 義典 （FC） 大村 尚成 （A） 巽 裕起 （A）

近畿 京都・奈良・大阪・兵庫・滋賀・和歌山 足立 卓也 （FB） 井上 京重 (FC) 高島 琢巳 （FB） 平田 武博 (B) 奥川 泰之 (B)

CLB-近畿 チーム スライドライド with 速い助っ人達 中井 皓大 （FB） 加藤 真也 （FD） 久貝 尚之 (FC) 山田 太陽 (B) 川口 光太 （FD） 大矢 勝行

CLB-東海 TEAM 遠州南 小田川 春樹 （FB） 小田川 絋輔 (FC) 鈴木 晴晶 (FC) 粟冠 真平 (FC) 外園 大介 （B） 山田 伸一

CLB-関東 チーム ケイズ & ナグモ 川田 いづみ (WB) 長嶋 雅史 (FA) 片倉 弘 (FA) 奈良 磨 (R) 橋本 和義 (R) 五十嵐 貴幸

CLB-関東 フレアイカチ と BONSAI jon 石元麻衣 （WA） 多川潤 （FB） 嶋根翔 （FB） 渡辺裕之 （AA） 斉木達也 （AA） 原田 淳

CLB-中部信 中部岐阜カワセボンバーレーシングチーム 瀧村 泰自 (FB) 杉ノ下 博久 (FD) 清水 太介 (FC) 野口 敬 (FC) 井口 侑耶 (B) 小木曽 晃

CLB-メディア メーディア選抜 ダートスポーツ （*ブロック飛ばし） 宮崎 大吾 （FC） 大神 智樹 （B） 原田 健司 （AA） 渡會 修也 （AA） 増田 一将

CLB-メディア メーディア選抜 （*ブロック飛ばし） 畑尾 樹璃 隅田 隆帆 （FD） 三上 勝久 （R） 在原 勉 （A） RICKY ラッセル （XC1)

CLB-WEX WEXイースト 選抜 奥津 圭一（９０B） 寺澤 照明（９０B） 大橋 信之（９０A） 今坂 純（９０A） 大澤 克（９０A） 桐生 憲明


