
WEXイースト 2017 固定ゼッケン
Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 A 1 平田 仁 チームCRIS 東京都

2 川名 義輝 MOMO Motoracing 千葉県

3 加藤 貴司 オアシス 神奈川県

4 武井 邦夫 Team ナポ 長野県

5 神戸 太一 福島県

6 秋山 紀彦 OMF 神奈川県

7 日高 弘貴 イイヌマモータス 千葉県

8 山賀 隆三 デコボコフレンズ 東京都

9 伊藤 史朗 愛知県

10 和田 考平 和田屋SRC総監督 千葉県

11 鈴木 秀和 RSP 愛知県

12 大神 智樹 HTY&BEL-RAY with TOCAD 東京都

13 白澤 敏広 チームうにゃにゃん亀吉 神奈川県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 B 101 今坂 純也 ランドネ 神奈川県

102 奥津 圭一 Garage DEN 吉野組 神奈川県

103 大澤 克 闢廬零神愚 長野県

104 山崎 行雄 MRJ 静岡県

105 小山 隆雄 イエローフラッグ 新潟県

106 白石 生夫 チーム・サイトウ 神奈川県

107 青木 克己 カワサキフォレストひよこＳＰ 東京都

108 岡本 航 ストロベリーRT 神奈川県

109 久保 亮 1up style racing 山梨県

110 五島 敬三 1up style racing 静岡県

111 春日 琢磨 ワールドレーシングと長和の森 長野県

112 吉田 克宏 チキンレーシング&diesel 岩手県

113 小川 元 TEAM ITOMO 愛知県

114 小倉 秀昭 KYB Racing 岐阜県

115 小川 誠之 MRJ（モトザワ・レクリエーション・ジャコ） 静岡県

116 菊池 雄二 チームぽち 栃木県

117 河内 慎弥 Sin Racing garage 栃木県

118 渡辺 義人 OMF 神奈川県

119 遠藤 悟 チーム夜ノ森 千葉県

120 飯塚 純 和田屋SRC 千葉県

121 江口 典志 IR-TEAM 福島県

122 竹松 圭 伊那泥々会 長野県

123 今泉 達夫 埼玉県

124 和田 篤志 stars trading 東京都

125 小高 好泰 ダム民 群馬県

126 髙野 省吾 ハダエプ＾＾ 長野県

127 守 一浩 SEKI　MOTORS 千葉県

128 江口 陽介 IR-TEAM 福島県

129 岩辺 政敏 1up style racing 静岡県

130 横内 正 長野県

131 日野 義人 DKTracing 福島県

132 谷井 洋 チーム常願寺 富山県

133 杉原 弘恵 beer's 神奈川県

134 高石 裕二 和田屋SRC & MRJ 千葉県

135 村上 晃 Team Holstein 長野県

136 氏家 宏司 古川クラブ 宮城県

137 中村 賢太 ☆オシャレイカチ＆MPヒオキ☆ 長野県

138 渡邉 久直 TEAM　ITOMO 愛知県

139 岩谷 章司 長野県

140 五十嵐 栄 ガマの会 茨城県

141 小松 正之 長野県

142 五十嵐 徹 DKTracing 福島県

143 中村 友介 オートショップヤマナカ 東京都

144 曲渕 光 駒ヶ根モータース 長野県

145 松木 力丸 A.I.R 静岡県

146 石井 彰 栃木県

147 亀井 順 フレアライン&MOTUL 神奈川県



148 岩崎 義勝 チーム常願寺 富山県

149 恒田 順作 SUPER　ＳＰＯＲＴＳ　富山 富山県

150 下平 稔 伊那泥尼会 長野県

151 濱崎 伸一朗 AUBOS 石川県

152 神田 乙矢 ヒヨコSP＆カワサキ 千葉県

153 板床 正文 も～むす 東京都

154 後藤 克徳 ニャンダコMX 愛知県

155 佐藤 勲 5UP 新潟県

156 熊岡 朝雄 静岡県

157 丹羽 秀樹 愛知県

158 河合 繁樹 福大モーターサイクル 岐阜県

159 長沼 輝 亀さんと愉快な仲間達 千葉県

160 亀岡 和彦 YPK 千葉県

161 根本 隆 イイヌマモータース 千葉県

162 松岡 巧 アームス 長野県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 C 301 松本 陽一 東京都

302 藤﨑 賢 東京都

303 和田 雅良 GUN・BIKE 静岡県

304 吉岡 徹 HASEヘタレレーシンゲ 新潟県

305 百瀬 孝一 モトスポーツKｓ 長野県

306 野口 英康 前傾組宴会部 東京都

307 遠藤 正 まいっちんぐレーシング 埼玉県

308 石田 欣也 ホンダオート横須賀 神奈川県

309 斉藤 幸雄 スズ菌感染車 長野県

310 寺澤 輝昭 モトスポーツK’s+NMR 長野県

311 佐藤 大典 GarageDEN 吉野組 神奈川県

312 黒木 孝幸 宮城県

313 中山 辰則 mmsc 山梨県

314 斉藤 秀喜 まいっちんぐレーシング 山梨県

315 原田 淳 jon it. 神奈川県

316 渡辺 一樹 泥団子部 神奈川県

317 松崎 智徳 カエルネコパンダピープー 埼玉県

318 松井 政人 ギルティ☆ディー・オー・エム 群馬県

319 川田 賢司 GUITY DOS 群馬県

320 登内 建也 ウェビック オフロード部 神奈川県

321 早川 卓伸 モトスポーツハヤカワ 愛知県

322 白石 竜一 ガマの会 茨城県

323 中川 喜周 チーム恵比寿 埼玉県

324 松本 一夫 GUN・BIKE 静岡県

325 谷 康弘 はだエプ 群馬県

326 白坂 匠 MAD 千葉県

327 井川 雅敏 FUNKY下北沢 東京都

328 佐野 浩治 モトスポーツハヤカワ 愛知県

329 川崎 哲史 茨城県

330 横山 康二 TEAM  ITOMO 愛知県

331 斉藤 秀樹 ガマの会 茨城県

332 小林 達矢 闢廬零神愚 長野県

333 吉金 潤一郎 TEAM ITOMO 三重県

334 張替 貴宣 TEAM　晴攻雨退 茨城県

335 山川 敦司 春野いきいき倶楽部 静岡県

336 山崎 啓次 ライデイング　モード 長野県

337 河野 正紀 茨城県

338 平澤 義広 ひら 長野県

339 坪井 七夫 なんちゃってOMF 神奈川県

340 粟屋 俊輔 馬力屋 静岡県

341 江守 隆行 エム・デザイン 埼玉県

342 岡安 唯 OMF 神奈川県

343 根本 裕規 ねこまんま 東京都

344 大谷 優太 Teamナグ&ABIT 群馬県

345 宮田 淳一 E M T R  ＋ k&K 栃木県

346 久高 丈生 マコトタクミ 長野県

347 泊 秀和 四ツ葉モーターサイクル 愛知県



348 渋谷 清太 チームシブヤ 福島県

349 五十嵐 貴幸 チームケイズ 埼玉県

350 平林 透 闢廬零神愚 長野県

351 池田 直也 チーム泥マニ 神奈川県

352 南松 龍 神奈川県

353 阿部 千史 ＢＡＳＥ ＣＡＭＰ ＲＴ 神奈川県

354 戸出 裕士 KTM群馬 群馬県

355 岡部 基樹 迫真柔道部 群馬県

356 代田 幸治 茅野TNG.ism×MPヒオキ 長野県

357 石本 麻衣 jon it. 東京都

358 高木 智哉 Theodore　Racing 埼玉県

359 小川 敦司 MS　ハヤカワ 愛知県

360 飯田 治興 群馬県

361 村山 史明 和田屋SRC 千葉県

362 内山田 徳克 HTY&BELRAY 神奈川県

363 川西 豊 RTモトテイスト 東京都

364 奥津 元春 埼玉県

365 堀江 宣宏 ギルティー D・O・M 栃木県

366 出口 敏彦 神奈川県

367 桜井 孝昭 栃木県

368 西嵜 雄太 OMF 神奈川県

369 福澤 辰瑠 ストロウヘッド・ワークス 長野県

370 今泉 郁恵 埼玉県

371 小川 健介 マニアクス 静岡県

372 鹿住 利夫 イエローフラッグ&SKOC 新潟県

373 大坪 健太 Team break-out 岐阜県

374 松崎 亮輔 MMRC 山梨県

375 中村 智之 闢廬零神愚 長野県

376 隅田 隆帆 HADA-RACING&ウブカタジャパン 神奈川県

377 名取 貞行 がまの会 茨城県

378 小林 伸光 ＢＭＩ 茨城県

379 木下 裕介 信越アステック＆日大NAPA 長野県

380 宮本 忠敏 MMRC 山梨県

381 菅野 義久 team lantec 神奈川県

382 新井 靖久 westcoast@足工大MCC 群馬県

383 三ツ木 博 チームケイズ 埼玉県

384 由井 貴之 長野県

385 岩崎 正憲 足利工業大学MCC 茨城県

386 菊地 和弥 DKTracing

387 山口 健俊 R.P.SANTANA 茨城県

388 望月 秀一郎 YEJP林道倶楽部 静岡県

389 鈴木 啓太 GARAGE5 静岡県

390 佐藤 創 七浜モッシュピット 福島県

391 新舘 健一 PDG 東京都

392 新井 伸夫 リトルガレージ　千葉 千葉県

393 白坂 太志 M.A.D 千葉県

394 檜山 昭典 茨城県

395 小池 雅司 バイクボンバー 岐阜県

396 髙澤 靖 SF BOON 東京都

397 足立 浩平 千葉県

398 磯谷 大助 茨城県

399 新原 聖人 MSハヤカワ 愛知県

400 永原 弘行 ノーザンウォーカーズ 長野県

401 鈴木 哲也 静岡県

402 鈴木 勝 ガレトーク 茨城県

403 奥津 恵介 埼玉県

404 鳥山 将志 群馬県

405 渡辺 徳彦 ＢＡＳＥ ＣＡＭＰ ＲＴ 東京都

406 國友 正和 ガレトーク 茨城県

407 小川 英克 和田屋SRC 千葉県

408 藤森 啓 静岡県

409 阿久根 良一 zantetucrew 愛知県

410 佐藤 大介 ＴＤＫ 新潟県

411 佐々木 良彰 チーム常願寺 富山県



412 内田 由和 ＦＵＮＫＹ下北沢 東京都

413 青柳 嘉洋 新潟県

414 山口 森彦 Astronauts 長野県

415 五十嵐 日出紀 BADMAX 茨城県

416 田辺 岳大 RT田辺會 長野県

417 松永 匡史 ガマの会 茨城県

418 田澤 啓明 GSであそ部 神奈川県

419 藤田 真志 GSであそ部 東京都

420 塚田 健 TDK 新潟県

421 奈良 磨 埼玉県

422 堀岡 浩司 四ツ葉モーターサイクル 愛知県

423 鴨志田 律治 SF BOON 東京都

424 佐藤 哲哉 山乗達人 福島県

425 大内 智 ウブカタジャパン 東京都

426 山本 壮大 爆走兄弟 静岡県

427 橋本 悠希 PDG 神奈川県

428 大野田 将 お客様相談室 長野県

429 茂木 正人 CLUB　MASSA‐R 群馬県

430 内山 浩志 野楽苦多 栃木県

431 加藤 浩二 RT交和造園 岐阜県

432 阿部 裕亮 ガマの会 茨城県

433 今 義拓 林道旅団 東京都

434 唐沢 竜太郎 ウェビック オフロード部 神奈川県

435 廣勢 雄一 竹沢レーシング 東京都

436 三谷 亮 Aoki Trek Sports Club 茨城県

437 小林 正裕 闢廬零神愚 長野県

438 青木 千寿 出川すずめ会 長野県

439 明石 浩一 大阪府

440 村山 朋之 すもも＠KTM群馬 群馬県

441 折茂 高弘 RTモトテイスト 群馬県

442 久山 敬介 東京都

443 山中 和之 マッスルフェアリーズ 東京都

444 中俣 堅太郎 長野県

445 高橋 光春 千葉ケモラーズ 千葉県

446 竹津 良平 長野県
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90 テーピング フル 801 伊藤 明彦 駒ヶ根モータース 長野県

802 江守 隆行 エム・デザイン 埼玉県

803 常盤 達也 GUN BIKE 静岡県

804 原 寿夫 マニアクス 静岡県

805 細谷 忠司 埼玉県

806 岩辺 政敏 オクシズ会ナンバー5 静岡県

807 張替 貴宣 ＴＥＡＭ　晴攻雨退 茨城県

808 斉藤 秀樹 ガマの会 茨城県

809 原田 隼 静岡県

810 望月 寛人 オクシズ会 Disney 静岡県

811 芳賀 淳夫 ＢＡＳＥ ＣＡＭＰ ＲＴ 神奈川県

812 浅田 進矢 廃人レーシング 愛知県

813 青木 千寿 出川すずめ会 長野県

814 望月 晃 凸凹林道部　静岡 静岡県

815 酒井 信一 悪企み 新潟県

816 田中 康久 TN company 長野県

817 山本 健太郎 M.K.Y.Racing 神奈川県

818 福原 圭介 イイヌマモータース 千葉県

819 笠井 拓也 悪企み 新潟県

820 大畑 遥平 YEJP林道倶楽部 静岡県

821 久野 幸治 四ツ葉モーターサイクル 愛知県

822 岩本 将弘 静岡県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 テーピング Light 881 桐生 憲明 桐生モータース　feat.悪企み 新潟県

882 曽田 敏男 千葉県

883 午来 敏成 セローズ 東京都



884 平岡 克史 セローズ 東京都

885 前原 隆治 東京都

886 高橋 銀次 神奈川県

887 片倉 弘 チームケイズ 埼玉県

888 下田 晴海 GOTO Factory 愛知県

889 古川 源三 デラべっぴん改 新潟県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 レディス B 951 高主 祐子 あんかけシスターズ/ゴーゴータートル 長野県

952 井藤 文乃 チーム４チルドレン 岐阜県

953 古川 早知子 佐賀県

954 高橋 加津子 TEAM130 茨城県

955 佐野 友理子 新潟県

956 岡島 浩美 埼玉県

957 渡邉 麻耶 TwisterFamily 東京都

958 田長 美紀 Racing Club Relax 新潟県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 Kids 981 田長 郁海 Racing Club Relax 新潟県

982 平澤 陽一郎 ひら 長野県

983 佐々木 一晃 神奈川県

984 廣田 優大 東京都

985 濱崎 俊輔 川北中学校 石川県

986 高橋 千夏 静岡酔いどれ隊 静岡県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40 RACER フル （エントリー順）

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40 テーピング フル （エントリー順）

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

4スト 125 （エントリー順）
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40 BIG ONE 501 斎藤 頼人 BOGT 栃木県

502 新井 治明 ＢＯＧＴ 群馬県

503 林 忠司 トラ浜オフロード 静岡県

504 長 裕 アツギハイスピード 神奈川県

505 伊藤 智 トラ浜オフロード 静岡県

506 田澤 啓明 GSであそ部 神奈川県

507 澤田 英樹 GSであそ部 千葉県

508 今 義拓 東京都

509 金原 由昌 チーム・トラハマオフロード 静岡県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40 レディスC 551 平田 なつみ チームCRIS(クリス） 東京都

552 小澤 亜矢子 レース後は登山部 千葉県

553 磯 久美子 Mess riders 福島県

554 富山 あゆみ 京阪酷道友の会 大阪府

555 城 香奈 埼玉県

556 有我 美香 Mess riders 福島県

557 田中 藍 BBF　YKG長野支部 長野県

558 川崎 みゆき 廃人レーシング 奈良県

559 渋谷 由理子 DMR motor sports 埼玉県

560 吉田 淳子 北信州のりもの倶楽部 長野県

561 松川 麻美 プロショップエディー 東京都

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40 Kids デビュー 601 佐々木 一晃 神奈川県

602 横山 朋樹 ニトロモンキーズwith親猿会 神奈川県

603 松木 大河 A.I.R 静岡県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県



40モペ改Full （エントリー順）

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40モペ改Light （エントリー順）

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

ダブエン-COMP 801 奥津 圭一 Garage DEN 吉野組 神奈川県

802 今坂 純也 ランドネ 神奈川県

803 田中 勇気 one-off関東支部 東京都

804 川口 拓也 ORAS + JERRY'S 埼玉県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

ダブエン-FUN 901 江守 隆行 エム・デザイン 埼玉県

902 伊藤 明彦 駒ヶ根モータース 長野県

903 桐生 憲明 桐生モータース　feat.悪企み 新潟県

904 角田 良夫 東京都

905 野本 政明 ＸＰＫ＆ＣＫライディングＳＣ 東京都

906 斉藤 幸雄 スズ菌感染車 長野県

907 細谷 忠司 埼玉県

908 根本 裕規 ねこまんま 東京都

909 久保田 圭 Team BTC 静岡県

910 張替 貴宣 TEAM　晴攻雨退 茨城県

911 山口 健俊 R.P.SANTANA 茨城県

912 山川 敦司 春野いきいき倶楽部 静岡県

913 秋田 貴志 ＫＴＭ川崎中央 神奈川県

914 斉藤 秀樹 ガマの会 茨城県

915 戸塚 太一郎 オシャレイカチ&MP－HIOKI 長野県

916 樋口 伸二 越谷オフロードクラブ 埼玉県

917 松崎 亮輔 MMRC 山梨県

918 久高 丈生 長野県

919 宮本 忠敏 MMRC 山梨県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

120 A 1 宮原 淳二 あんかけシスターズ　/　モトスポーツＫ‘ｓ 長野県

2 飯野 実 はだ＊エプ（＾＾）/ 埼玉県

3 重田 宏幸 YKG長野支部 長野県

4 中山 光昭 MRP＆モトアサイン 東京都

5 三原 寛明 ワールドレーシング 栃木県

6 斉藤 和明 グランディアR 神奈川県

7 橋本 利博 ダートパラダイス 福島県

8 山中 一範 オートショップヤマナカ 東京都

9 和田 考平 和田屋SRC総監督 千葉県

10 平田 仁 チームCRIS(クリス） 東京都

11 大月 栄二 オシャレイカチ & モトピットヒオキ 長野県

12 鈴木 隆 ダートパラダイス 福島県

13 松本 幸治 千葉県

14 田村 秀樹 ガレージコジマ 新潟県

15 蛯原 誠 デコフレfeat.和田屋SRC 千葉県

16 高橋 弘 静岡酔いどれ隊 静岡県

17 渡會 昌央 和田屋SRCライズアンドライド 千葉県

18 円井 隆仁 F・R・T闇雲 茨城県

19 田中 拓 BBF　YKG長野支部 長野県

20 増岡 順二 愛知県

21 鍋田 和宏 すたんだーど&えっじ 愛知県

22 赤岩 久 はだエプ*群馬支部 群馬県

23 森 紀彦 岐阜県

24 長嶺 佐登志 イエローフラッグ 新潟県

25 坂上 智博 モトフリークウイリーwith北九愛どらーず 沖縄県

26 工藤 正啓 神奈川県

27 倉沢 拓也 YKG長野支部 Life story 長野県

28 大神 智樹 HTY&BEL-RAY with TOCAD 東京都

29 佐野 慶太 静岡県

30 金子 尊生 激動レーシング&上野商会 新潟県

31 西 翔子 Seezoo Husqvarna elf racing 千葉県



Class 2017固定 Rider Team 都道府県

120 B 151 草木 幸多郎 カミナリＲＴ　with　XPK 神奈川県

152 福田 孝平 泥んこライダーズ 栃木県

153 山﨑 政一 チームサイトウwithNBC 東京都

154 増田 健太 寿 チームサイトウ NBC 静岡県

155 岡田 幸洋 YMC@ちびてくフレンズ♂ 静岡県

156 栃本 正弘 comsys'Z, 神奈川県

157 和田 正巳 リアルワンRT 神奈川県

158 小坂 恵吾 パワーテックレーシング 東京都

159 清川 洋祐 ダートパラダイス 福島県

160 橋口 克哉 チームラングwithペリカン 神奈川県

161 春日 琢磨 ワールドレーシングと長和の森 長野県

162 今野 保幸 カワサキオート山形 山形県

163 下濱 吉継 cross one racing 石川県

164 小舘 康人 パワーテックレーシング 東京都

165 田辺 亮輔 Lightweight足工大MCC 埼玉県

166 山本 正治 二輪工房ちっさいやつ愛好会 群馬県

167 吉田 克宏 チキンレーシング&diesel 岩手県

168 宇田川 隆 ＴＯＭＯレーシング 埼玉県

169 田中 勇気 one-off関東支部 東京都

170 本永 寛之 GHOST GARAGE 東京都

171 大西 浩一 デコボコフレンズMCGEAR 千葉県

172 藤橋 玲雄 ダートパラダイス 福島県

173 籠田 清 井出川すずめ会 長野県

174 三好 恵三 Club Beers 東京都

175 三田 晋 MRP+モトハウス＆モトアサイン 神奈川県

176 永松 宏章 OMF 神奈川県

177 髙野 省吾 ハダエプ＾＾ 長野県

178 高師 永潤 Husqvarna XPK Racing 山梨県

179 大谷 智史 デコボコフレンズ 茨城県

180 依田 拓也 熱血☆オヤジ亀レーシング!! 茨城県

181 川口 拓也 ORAS + JERRY'S 埼玉県

182 小池 達明 ｵﾌ行こ 埼玉県

183 小倉 真悟 CLUB2400 埼玉県

184 五島 敬三 無印不良品 静岡県

185 田中 隆裕 4545ghee-JET 愛知県

186 石川 彰義 和田屋＆タービュランス 千葉県

187 友崎 公彦 あんかけシスターズ 長野県

188 鈴木 誠治 愛知県

189 脇田 哲志 WAKITA Soft 愛知県

190 雨宮 俊輔 TEAM脱・仔羊ライン 山梨県

191 小田 正道 MRP&EVANS JAPAN 埼玉県

192 鈴木 史彦 宮城県

193 福村 剛 三浦歯科 神奈川県

194 横山 悦之 Y.Y Racing 福井県

195 小島 健太郎 (有)井出林業土木 山梨県

196 庄田 賢一 いちもくさん 神奈川県

197 羽根 明陽 NAPA@やまんちゅ！ 神奈川県

198 青本 洋行 日大APAwith川越オアシス 東京都

199 新 雅雄 日大APAwithOASIS 埼玉県

200 竹内 潤一 go go JIRO!! 大阪府

201 竹原 由泰 ストームレーシング 東京都

202 増岡 順二 愛知県

203 福村 久澄 三浦歯科 神奈川県

204 小林 輝人 和田屋ＳＲＣ 千葉県

205 小倉 秀昭 KYB Racing 岐阜県

206 高橋 祥郎 DKT RACING 福島県

207 鈴木 一水 TEAMまえのめり 東京都

208 前田 総士 TEAM GOGO JIRO！！ 兵庫県

209 赤嶺 毅 モトフリーク　ウイリー 沖縄県

210 鈴木 敦詞 はだエプ 群馬県

211 久貝 尚之 ティスレーシングチーム 京都府

212 土田 哲也 塩っぱ 滋賀県



213 飯塚 純 和田屋SRC 千葉県

214 細矢 裕生 TEAM K.M.R 愛知県

215 今井 規之 レッドインパルス 長野県

216 金 革徹 でべわる秘密工場 栃木県

217 小松原 昌明 和田屋ＳＲＣ＆Ｋ-ryz 埼玉県

218 寺島 大輔 Johnny's Factory 神奈川県

219 柚原 洋平 TeamRedman.co.uk 愛知県

220 村上 芳満 あんかけシスターズ 長野県

221 関 誠 ちーむ　はだエプ 新潟県

222 矢田 智裕 丸山ノンキー 静岡県

223 織戸 克治 日大理工@KMR 千葉県

224 井林 純 TEAM REDS 山梨県

225 植田 一巧 OH!風呂ダー＆ＮＡＧmotors 埼玉県

226 坂下 智昭 チームワーロック 埼玉県

227 嶋田 敏也 オシャレイカチ@HIOKI 長野県

228 井上 貴志 ANGELwithUBUKATA JAPAN 東京都

229 溝口 勇 レアルエキップ+D部 愛知県

230 堀込 賢二郎 ライディング クラブ 群馬県

231 山上 朋彦 モトフォーラムミズノ 長野県

232 園生 忠 モトサウンドＲＣ 群馬県

233 川崎 琢也 廃人レーシング 奈良県

234 原 辰仁 phantom racing 岐阜県

235 岡本 亮 LumberLacks 兵庫県

236 鈴木 正彦 Woody Bell Racing 東京都

237 照屋 智盛 モトフリーク　ウイリー 沖縄県

238 藤澤 達也 オシャレイカチとモトピットヒオキ 長野県

239 松野 智 Beer's 埼玉県

240 平川 雅大 MCF黒猫家 with NBC 神奈川県

241 岡本 篤 ランバージャックスレーシング 兵庫県

242 平沼 晶英 ランバージャックス・レーシング 兵庫県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

120 C 401 高部 剛 Team LANG with ペリカン 神奈川県

402 赤羽 慎也 泥んこライダーズ 栃木県

403 黒木 孝幸 宮城県

404 大塚 裕亮 イイヌマモータース 千葉県

405 小池 一彦 OLD-KIDS YSP磐田 山梨県

406 川窪 浩之 梅ガッターズ 東京都

407 根本 茂 PSエディー＋男坂登り隊 東京都

408 大浦 信輔 信州マウンテンパーク 長野県

409 平野 拓実 VSL 静岡県

410 鈴木 義典 半田市505 愛知県

411 佐藤 宏介 ライズアンドライドレーシング 千葉県

412 川西 豊 RTモトテイスト 東京都

413 大出 和弘 泥んこライダーズ 栃木県

414 井出 大輔 チキンレーシング盛岡 岩手県

415 瀧村 泰自 バイクボンバー＆ＫＲＣ＆ＭＯＴＵＬ 岐阜県

416 新井 伸夫 リトルガレージ　千葉 千葉県

417 安部 和輝 埼玉県

418 小牧 利章 カミナリＲＴ 東京都

419 伊原 巧 和田屋 東京都

420 川西 晴之 RTモトテイスト 東京都

421 福田 亮平 泥んこライダーズ 栃木県

422 大原 宗 ワンオフロード部TOKYO 東京都

423 菱田 進隆 パワーテックレーシング 東京都

424 五十嵐 日出紀 BADMAX 茨城県

425 黒柳 央 あんかけシスターズ/バイクハウス満月 長野県

426 加藤 誠司 Team RNN 埼玉県

427 山田 壮平 リバーストーンRT 静岡県

428 石本 麻衣 jon it. 東京都

429 斎藤 朋寛 泥んこライダーズ 栃木県

430 田中 勇気 one-off関東支部 東京都

431 王田 嘉裕 HADA-racing 神奈川県

432 長尾 祥平 FREEDOM7 東京都



433 川上 登行 バイクメイト石井 茨城県

434 林 廉二 デコボコフレンズ 千葉県

435 大塚 史博 チキンレーシング 栃木 栃木県

436 高木 敦志 ニコニコエンデューロ部 富山県

437 飯塚 純 和田屋SRC 千葉県

438 清水 太介 バイクボンバー 岐阜県

439 原田 淳 jon it. 神奈川県

440 秋田 貴志 ＫＴＭ川崎中央 神奈川県

441 佐藤 雅俊 オフ行こ 埼玉県

442 木村 靖 福島県

443 青木 俊実 群馬県

444 石川 明 RiverStone 静岡県

445 樋口 翔馬 ちびてくフレンズ♂ 静岡県

446 小室 旭 Team　KOMURO 埼玉県

447 山田 敦司 和田屋SRC 千葉県

448 田中嶋 駿一 千葉県

449 相楽 和也 ダートパラダイス 福島県

450 中野 宗和 チキンレーシング盛岡 岩手県

451 岡田 伸久 RTモトテイスト 東京都

452 角田 良夫 東京都

453 兼松 正治 京阪酷道友の会 大阪府

454 園原 俊司 ジョージイカチ☆MPヒオキ 長野県

455 伊藤 一憲 増岡ガレージ 神奈川県

456 小間 祐二 オフロードワールドwith雷音 神奈川県

457 山崎 直樹 神奈川県

458 上山 力 K&H Racing 東京都

459 星野 哲志 神奈川県

460 中嶋 輝人 藤林の会東京支部 東京都

461 岡本 直樹 オフ行こ 埼玉県

462 志村 憲通 骨折クラブ 埼玉県

463 松永 隆志 RTモトテイスト 東京都

464 西澤 智史 チームJOK 福島県

465 外谷 通真三 神奈川県

466 菊地 敦騎 埼玉県

467 神田 昇吾 千葉リトルガレージ千葉ビッグワン 千葉県

468 沼田 基孝 和田屋SRC 千葉県

469 宮浦 和人 日光猿山R.C 栃木県

470 飯ケ浜 雅朋 Ass-ヤマベ 長野県

471 古田 晃一 one-offroad部 埼玉県

472 中澤 郁夫 長野県

473 日高 健二 和田屋SRC 千葉県

474 石田 浩 イエローフラッグ 新潟県

475 樋口 伸二 越谷オフロードクラブ 埼玉県

476 竹内 博俊 ASS 岡田 長野県

477 尾澤 一樹 和田屋SRC 千葉県

478 安部 善政 デッシージャパン　DSSC！ 神奈川県

479 有我 由昭 BeerPowerRacing 福島県

480 粟屋 俊輔 馬力屋 静岡県

481 佐久間 貴大 足利工業大学MCC 埼玉県

482 對馬 慎太郎 モトパドック カワダ 東京都

483 柳 晃一 チームみどりや 神奈川県

484 田淵 智之 卍関西WRF卍 滋賀県

485 鈴木 保志 モト、コムラート 神奈川県

486 河北 誠也 静岡県

487 松川 健太 プロショップエディー 東京都

488 中村 雅人 元第３分団 石川県

489 犬飼 美千代 チーム楽走 長野県

490 奥村 鉄也 千葉県

491 成嶋 清 松本TENGAｘMPヒオキ 長野県

492 井口 正弘 モトピットヒオキ 長野県

493 石岡 祐二 Tｅａｍ　ITOMO 岐阜県

494 渓上 慎二 バイクボンバー 岐阜県

495 荒崎 宏文 MUDDY ROCKERS 長野県

496 清水 周 ロケットレーシング 新潟県



497 松木 仁 バイクボンバー 岐阜県

498 三浦 壮大 Racing Garage Beers 神奈川県

499 平林 晃太朗 Muddy Rockers 長野県

500 大木 康平 日光猿山R.C 静岡県

501 田沼 禎将 NRKracing 三重県

502 小林 信介 長野県

503 飯塚 恒夫 東京都

504 吉良 考史 凸凹DEKOBOKO 神奈川県

505 福澤 辰瑠 ストロウヘッド・ワークス 長野県

506 羽田 強一 HADAーRacing＋Absolute 神奈川県

507 黒岩 悠介 アドリア海の夏 長野県

508 深谷 和人 ザリガニ 愛知県

509 石之脇 雅俊 HADA racing 神奈川県

510 猪島 慶 チーム ケーズ 埼玉県

511 松野 智 Beer's 埼玉県

512 松崎 輝幸 Enjoys 岐阜県

513 斉藤 慎吾 ＴＥＡＭつぼ焼きwithYK3 東京都

514 千秋 雅史 トーテム・ポール葛飾 東京都

515 三浦 芳敬 PS エディ＋Texas Riding!school 東京都

516 赤川 勉 オフロードワールド 神奈川県

517 久保田 圭 Team BTC 静岡県

518 戸出 裕士 KTM群馬 群馬県

519 渡邊 英雄 チームケイズ２ストおやぢ倶楽部 埼玉県

520 三浦 賢二 Team BTC 静岡県

521 浅野 高章 三河チンピラーズ 東京都

522 荻原 祥吾 NAPA 静岡県

523 藤田 明広 ザリガニ 愛知県

524 鈴木 啓太 GARAGE5 静岡県

525 高木 秀樹 River Stone ＲＴ 静岡県

526 大原 雅之 東京都

527 伊藤 卓也 デッシージャパン 神奈川県

528 田中 利明 チームコブラ団 静岡県

529 美山 達則 東京都

530 岡島 康樹 埼玉県

531 柘植 博明 KYB Racing 岐阜県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

テーピング 120 Open 801 八幡 太郎 TOMOレーシング 千葉県

802 田子 信一 BASE CAMP RT 神奈川県

803 野本 政明 ＸＰＫ＆ＣＫライディングＳＣ 東京都

804 日高 弘貴 イイヌマモータス 千葉県

805 根本 肇 千葉県

806 蛭川 智章 はだエプ 埼玉県

807 角田 良夫 東京都

808 原 寿夫 マニアクス 静岡県

809 堀込 賢二郎 ライディング クラブ 群馬県

810 中村 賢太 ☆オシャレイカチ＆MPヒオキ☆ 長野県

811 城 弘毅 埼玉県

812 細井 諭 富山県

813 平野 幸祐 AUTO SHOP AIHARA 神奈川県

814 杉村 晋吾 ピヨコ隊 大阪府

815 立田 直樹 千葉獣道 千葉県

816 和田 圭祐 ニコニコエンデューロ部 栃木県

817 佐藤 陽輔 N.A.S. 東京都

818 石松 貴純 静岡県

819 松下 洋 （有）井出林業土木 千葉県

820 山田 博康 YKG長野支部 埼玉県

821 舟橋 潤 G sense Racing AB 神奈川県

822 戸塚 太一郎 オシャレイカチ&MP－HIOKI 長野県

823 月東 栄治 ドンタックス 愛知県

824 篠崎 佑 N.A.S. 東京都
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120 レディスA 901 関山 海生子 和田屋SRC 千葉県



902 高橋 美千代 Husqvarna東名横浜 & BELRAY 神奈川県

903 渡辺 由香里 TwisterRacig 茨城県

904 岩崎 かよ Beer's 埼玉県
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120 ツインターボ 951


