
WEXウェスト 2017 固定ゼッケン
Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 A 1 中垣 勉 98%レーシング 愛知県

2 西岡 務 阿波レーシング 徳島県

3 鈴木 秀和 RSP 愛知県

4 奥出 崇志 愛知県

5 和久田 将晃 YMEF ＆ 前田製作 静岡県

6 巽 裕起 KTM東海とNARLEEZ 三重県

7 佐々木 正明 西丘町 佐々木電工 DC 静岡県

8 鈴木 義典 半田市505 愛知県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 B 101 山岡 大悟 ぬるま湯RT with クロスアップ 兵庫県

102 高田 吉之 鈴鹿セレクション 三重県

103 山内 俊輔 TeamYORO 愛知県

104 大津 崇博 MHR.JR 愛知県

105 小倉 秀昭 KYB Racing 岐阜県

106 岡本 英仁 WheelMasterRT クラブ前田製作 静岡県

107 門田 寛仁 大阪府

108 文谷 耕治 クラブ-THS 岡山県

109 安藤 学 スクーデリアらな 大阪府

110 丸山 幸利 モトスポーツ K`S 長野県

111 殊井 武志 6348ＲＴ 兵庫県

112 田中 久生 RATT 愛知県

113 今井 啓之 パーク林道友の会とGGD 兵庫県

114 佐藤 尚樹 Fujishio Racing 愛知県

115 久保 亮 1up style racing 山梨県

116 三上 斉 551 Racing 大阪府

117 中村 恵一 TEAM AOSAN+COCONUT RT 大阪府

118 津田 佳典 KASAI鶉野戦闘隊 兵庫県

119 淺井 亮輔 キャスティングファクトリー 愛知県

120 川端 義範 黒部川RACING 富山県

121 江口 陽介 IRTeam 福島県

122 吉田 達也 チームヨシダ 兵庫県

123 近藤 長史 キントーウエイレーシング 徳島県

124 森 礼雄 MOTO STYLE 京都府

125 吉田 湊 39RACING＆KTM東海 三重県

126 村上 晃 Team Holstein 長野県

127 松島 正裕 フェアウェイレーシング 徳島県

128 今泉 達夫 埼玉県

129 平松 真和 MASAKA  CHANCE 愛知県

130 長谷 将和 4545ghee-jet 愛知県

131 小川 元 TEAM ITOMO 愛知県

132 原田 義久 Feero e Alluminio 岐阜県

133 井上 裕二 EZ-Going 愛知県

134 室井 昌貴 チームヨシダ 兵庫県

135 中野 一雄 TEAM ITOMO 愛知県

136 前田 大典 キャスティングファクトリー 静岡県

137 志津 慶剛 愛知県

138 宮田 晃明 ルサンバレー 愛知県

139 浦川 博史 キッチン・ドリンカーうら川商店 京都府

140 本村 陽一 岐阜県

141 江口 典志 IRTeam 福島県

142 小澤 いずみ 愛知県

143 森勢 俊也 チームチャレンジャーwith newton 大阪府

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 C 301 野田 浩平 ジャコウニャンニャン 静岡県

302 宮田 寛成 WheelMasterRT With 奥山デイズ 静岡県

303 小澤 正則 ZooM-MX　TeamKOHSAKA　OB会 岐阜県

304 高木 美智男 レーシングルーム山の衆 岐阜県

305 福田 雄一郎 OFF HOUSE 三重県

306 大浦 理 KENT SPEED 奈良県

307 早川 卓伸 モトスポーツハヤカワ 愛知県



308 原田 淳 KTM Racing 神奈川県

309 北風 洋一 OFFHOUSE 三重県

310 粟屋 俊輔 馬力屋 静岡県

311 山田 正喜 スピリットオブヴァイタル 京都府

312 高木 大知 レーシングルーム山の衆 岐阜県

313 神崎 徳之 奈良県

314 白石 竜一 ガマの会 茨城県

315 山田 壮平 リバーストーンRT 静岡県

316 森本 真 BSねお 兵庫県

317 山川 敦司 春野いきいき倶楽部 静岡県

318 大野 時則 レーシングルーム　山の衆 岐阜県

319 川口 光太 ティスレーシング 大阪府

320 大森 隆稔 Riｃｋｙ　Racing 三重県

321 小川 敦司 愛知県

322 和田 雅良 GUN・BIKE 静岡県

323 瀧 強志 TEAM　S☆S　YUASA　XC 香川県

324 鈴木 章郎 KIKI's Racing Service 三重県

325 杉ノ下 博久 KRC カワセレーシング 岐阜県

326 佐野 浩治 モトスポーツハヤカワ 愛知県

327 寺澤 輝昭 モトスポーツK’s+NMR 長野県

328 野口 英康 KTM Racing 東京都

329 三輪 斉睦 さんまる農園 愛知県

330 大野 浩一 愛知県

331 藤田 義幸 ナカシマオート整備 兵庫県

332 原田 隆弘 TEAM　ＦＵＬＬＳＰＥＣ 岐阜県

333 宮田 晃明 特殊任務班 愛知県

334 澤田 誓義 レーシングチーフ 山の衆 岐阜県

335 岩谷 武司 との with しみチョロ 奈良県

336 平松 真和 MASAKA  CHANCE 愛知県

337 長野 泰大 TEAM　ＦＵＬＬＳＰＥＣ 岐阜県

338 澤井 貞之 京都府

339 山本 剛史 滋賀県

340 森 秀樹 MOTO STYLE 京都府

341 石川 明 RiverStone 静岡県

342 加藤 浩二 RT交和造園 岐阜県

343 浅野 淳一郎 OFFHOUSE 三重県

344 小川 敦司 もとすぽーつ　ハヤカワ 愛知県

345 長沼 公彦 パラナグア園芸部 愛知県

346 林 政博 トラクションスポーツ 大阪府

347 工藤 正博 ねむの木レーシング 徳島県

348 駒野 元気 愛知県

349 猿渡 俊雄 エギラRC 岐阜県

350 泊 秀和 四ツ葉モーターサイクル 愛知県

351 定村 準也 39RACING 三重県

352 臼井 一 HORIZON with NBC 岐阜県

353 手塚 隆仁 Team YEC 静岡県

354 栗原 政利 アクティブ☆マロンパワー五林会 群馬県

355 青木 孝平 スリムベアー 岐阜県

356 河野 正紀 茨城県

357 奥田 実 京都府

358 清水 礼雄奈 愛知県

359 原田 宗春 TEAM　ＦＵＬＬＳＰＥＣ 岐阜県

360 堀岡 浩司 四ツ葉モーターサイクル 愛知県

361 川崎 哲史 茨城県

362 溝口 秀也 C.G.PHANTOM RACING ED 愛知県

363 稲葉 博秋 551 Racing 兵庫県

364 古川 愛己 ＴＥＡＭ　ＦＵＬＬＳＰＥＣ 岐阜県

365 西畑 卓也 ODA 京都府

366 小池 雅司 バイクボンバー 岐阜県

367 山田 和宏 前田制作 YSP浜北大橋 静岡県

368 森 拓也 ベイシストオート林道部 京都府

369 上月 雅和 兵庫県

370 鈴木 瑞穂 静岡県

371 木下 泰三 美千レーシング 和歌山県



372 近澤 友則 eyes collection 岐阜県

373 市川 憲一 長野県

374 山口 健俊 R.P.SANTANA 茨城県

375 中尾 秀敏 もりかオフロード部(仮) 大阪府

376 伊藤 友一 半田市505 愛知県

377 梯 弘由紀 キバッド! 愛知県

378 池田 靖行 GERO GARE だ～と 兵庫県

379 岩月 一起 バイク工房岩月＆恵那ぶっちぎり 静岡県

380 水野 雄貴 Full Spec 岐阜県

381 尾関 信文 チーム K.M.R 愛知県

382 明石 浩一 大阪府

383 久保田 圭 Team BTC 静岡県

384 西田 洋平 ODA 京都府

385 太田 将貴 eyes-collection 岐阜県

386 村木 俊夫 美千レーシング 大阪府

387 甲佐 正明 東京都

388 池田 孝広 TEAM　S☆S　YUASA　XC 香川県

389 高木 秀樹 River stone RT 静岡県

390 加野 尚優 一宮の親父つぶしレーシング 福井県

391 杉下 功一 ＫＲＣ・バイクボンバー 岐阜県

392 相 隼 チームK.M.R 愛知県

393 三井 健史 チームＣＴＲ 三重県

394 石岡 祐二 team ITOMO 岐阜県

395 園部 一晃 モトハーバー 愛知県

396 山内 大輔 静岡県

397 黒木 友規 ベイシストオート林道部 京都府

398 山口 祥之心 チームホルスタイン 長野県

399 小早川 正太 JAあいち三河青年部 愛知県

400 千谷 真介 まえのめりとニャンダコMXとUSA 愛知県

401 宮田 一浩 レーシングルーム　山の衆 岐阜県

402 松井 太憲 TEAM 奇兵隊 静岡県

403 石井 寛 石井塗装 愛知県

404 柘植 博明 KYB Racing 岐阜県

405 工藤 直樹 ジェッターファイブwithBTC 愛知県

406 野末 雅司 静岡県

407 北沢 宗一 Lake Side Fun Riders 愛知県

408 戸塚 翔太 Wheel Master RT 静岡県

409 松本 瑞穂 大阪府

410 青木 千寿 出川すずめ会 長野県

411 松本 伊織 大阪府

412 平井 義史 ノーティーキャッツ 岡山県

413 田中 章友 WheelMasterRT with 奥山デイズ 静岡県

414 丸橋 創史郎 TEAM　S☆S　YUASA　XC 香川県

415 光岡 寿弘 チーム ノーティキャッツ 岡山県

416 斉藤 秀樹 ガマの会 茨城県

417 今井 康仁 TEAMムシバラス 兵庫県

418 小澤 いずみ 愛知県

419 内藤 雅人 Team Break-out 岐阜県

420 稲本 龍哉 teamslideride 滋賀県

421 谷本 大輔 TEAM　S☆S　YUASA　XC 香川県

422 大坪 健太 Team break-out 岐阜県

423 大内 智 ウブカタジャパン 東京都

424 宮里 篤志 Team Break Out 京都府

425 倉本 修 カワセレーシング＆くぬぎそば 岐阜県

426 松永 匡史 ガマの会 茨城県

427 宇佐美 和紀 レーシングルーム山の衆 岐阜県

428 安江 啓次 レーシングチーム　山の衆 岐阜県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 テーピング フル 801 木村 明寛 エギラRC 岐阜県

802 岡村 龍馬 ジャコウニャンニャン 静岡県

803 浅田 進矢 廃人レーシング 愛知県

804 古川 邦広 愛知県

805 高橋 知誉 パラナグア園芸部 愛知県



806 野田 啓介 岡山県

807 平田 仁 チームCRIS 東京都

808 堀岡 祐司 四ツ葉モーターサイクル 愛知県

809 遠坂 恭平 ODA 滋賀県

810 大賀 遊 ジャコウニャンニャン 静岡県

811 樋口 伸二 越谷オフロードクラブ 埼玉県

812 大窪 英悟 迫田ジャパン 愛知県

813 中井 拓也 ティスレーシングチーム 大阪府

814 須川 聡康 ＭＰモトクロス部 京都府

815 伊藤 優児 TOMOレーシング 千葉県

816 日山 拓海 ベイシストオート林道部 京都府

817 木村 英文 チームK.M.R 愛知県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 テーピング Light 881 兼松 慎二 愛知県

882 中野 一雄 team ITOMO 愛知県

883 三木 敬大 PAI‐RACING 大阪府

884 関谷 一弥 ぐる？ぐる？？ 岐阜県

885 西野 崇 Diamond　Flap 奈良県

886 池之内 隆志 ＯＤＡ 京都府

887 田中 宏樹 チームナルカワ 三重県

888 田島 佳門 WILD BOAR 愛知県

889 藤原 信宏 愛知県

890 林 高裕 廃人レーシング 東京都

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 レディス B 951 井藤 文乃 チーム４チルドレン＆６CATS 岐阜県

952 杉野 紗希 NEDC 京都府

953 橋本 真紀 豊橋友の会 愛知県

954 角野 優子 名西カワサキ 愛知県

955 松本 亜希子 MOTO STYLE 京都府

956 谷澤 真希子 バイク　ボンバー 岐阜県

957 西村 朝美 551 racing 奈良県

958 富山 あゆみ 京阪酷道友の会 大阪府

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

90 Kids 981 西森 一稀 ぬるま湯レーシングwithクロスアップ 兵庫県

982 鈴木 朝日 MC開田高原 長野県

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）

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40 BIG ONE 501 津村 芳雄 兵庫県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40 レディスC 551 松本 亜希子 MOTO STYLE 京都府

552 松田 千夏 Diamond Flap 大阪府

553 西村 朝美 551 racing 奈良県

554 角野 優子 名西カワサキ 愛知県

555 遠藤 知里 愛知県

556 佐藤 萌子 ぬるま湯RT 兵庫県

557 三宅 洋子 大阪府

558 山下 マリン ヤマシタファクトリー 静岡県

559 川畑 麻実 東京都

560 松本 早悠里 静岡県

561 山下 真由美 ヤマシタファクトリー 静岡県

562 田中 亜実 トコトコレーシング 大阪府



563 田中 愛梨 RATT 愛知県

564 富山 あゆみ 京阪酷道友の会 大阪府

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

40 Kids デビュー 601 熊谷 碧 モンスターエイジーカワサキ 愛知県

602 仁科 隼紀 シルバラード 京都府

603 佐藤 右京 ぬるま湯RT 兵庫県

604 宮田 晴太 WheelMasterRT With 奥山デイズ 静岡県

605 平田 なつみ チームCRIS 東京都

606 大石 章瑛 バニーホップOSレーシング 兵庫県

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 大津 崇博 MHR.JR 愛知県

802 本村 陽一 岐阜県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

ダブエン-FUN 901 木村 明寛 エギラRC 岐阜県

902 岩谷 武司 との with しみチョロ 奈良県

903 川口 光太 ティスレーシング 大阪府

904 山川 敦司 春野いきいき倶楽部 静岡県

905 野田 浩平 ジャコウニャンニャン 静岡県

906 鈴木 章郎 GARAGE KIKI 三重県

907 田中 章友 WheelMasterRT with 奥山デイズ 静岡県

908 山口 恵子 バイクは楽しい / モト•ハーバー 岐阜県

909 山口 健俊 R.P.SANTANA 茨城県

910 中野 一雄 TEAM ITOMO 愛知県

911 井藤 誠人 チーム４チルドレン 岐阜県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

120 A 1 庄司 力 ハスクバーナ東名横浜&ベルレイ 愛知県

2 橋本 努 豊橋友の会＆しんめいセンチュリー 愛知県

3 鍋田 和宏 すたんだーど&いとも 愛知県

4 江口 泰範 YSP豊川 with SHINKO 愛知県

5 池田 正樹 R.P.S 三重県

6 巽 裕起 KTM東海とNARLEEZ 三重県

7 奥川 泰之 ティスレーシングチーム 大阪府

8 西森 和也 ぬるま湯レーシングwithクロスアップ 兵庫県

9 河瀬 亘 KTM東海NALEEZ 三重県

10 谷出 新 愛知県

11 湯浅 将司 TEAM　S☆S　YUASA　XC 香川県

12 高見 国明 神池ダイエット倶楽部 愛知県

13 辻合 雅文 クラブセレクション 奈良県

14 菅沼 賢治 ちーむ太平洋 愛知県

15 辻 夏海 YMEF&前田制作 静岡県

16 山本 正 城北カワサキRTwithMOTUL＆EK 石川県

17 奥川 達哉 ティスレーシングチーム 愛知県

18 山崎 克己 Sat's RT 大阪府

19 高橋 伸安 Sriracha　Enduro　Club 愛知県

20 津ヶ谷 宗一郎 前田制作 with Muc-off 静岡県

21 鈴木 拓 244factory 愛知県

22 坂本 重幸 カワセレーシング・RSP 岐阜県

23 森 保親 KTM広島東 高知県

24 野口 久友 SHINKO & RG３ 大阪府

25 橋場 久志 バイク　ボンバー 岐阜県

26 三上 斉 551 Racing 大阪府

27 岩手 信 八尾カワサキ 和歌山県

28 粟野 靖幸 SELECTION 大阪府

29 三輪 哲夫 team  YEC 静岡県



30 中島 章裕 チーム明照保育園&ＫＴＭ東海 愛知県

31 原 秀也 YSP富山東＆WRパワーレーシング 愛知県

32 中島 章悟 チーム明照保育園&ＫＴＭ東海 愛知県

37 伊代田 明人 Team Yellow MX 愛知県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

120 B 152 和久田 将晃 YMEF ＆ 前田製作 静岡県

153 鈴木 巧 Team YEC 静岡県

154 鈴木 誠治 愛知県

155 中山 将行 紀乃利RG3 和歌山県

156 前田 達郎 Husqvarna 東名横浜&OKUTAKE 福井県

157 増田 健太 寿 チームサイトウ NBC 静岡県

158 宮里 悠希 Team Break Out 京都府

159 岩崎 修 マスク 埼玉県

160 馬場 英樹 NARLEEZ 三重県

161 三浦 伸晃 WILD  BOAR 愛知県

162 岡田 幸洋 YMC　★ちびてくフレンズ★ 静岡県

163 池本 篤史 Wheel Master RT 静岡県

164 楠本 浩平 クラウンrg3 和歌山県

165 土田 哲也 塩っぱ 滋賀県

166 織田 茂伸 兵庫県

167 浦川 博史 キッチン・ドリンカーうら川商店 京都府

168 大田 雅裕 京都BOBCAT＆WEST 京都府

169 仁科 範文 シルバラード 京都府

170 竹原 由泰 ストームレーシング 東京都

171 五島 敬三 無印不良品 静岡県

172 植田 英之 FIVE-O-FIND 愛知県

173 籠田 清 出川すずめ会 長野県

174 岡田 晃成 Team K.M.R 愛知県

175 原 辰仁 phantom racing 岐阜県

176 増岡 順二 愛知県

177 坂 智規 まっどうぉりあーずwithNBC 愛知県

178 下濱 吉継 cross one racing 石川県

179 藤吉 吾一 パーク林道友の会 兵庫県

180 小澤 雄途 愛知県

181 浦田 成浩 KTM東海とNARLEEZ 三重県

182 高下 和嗣 A.I.R 静岡県

183 山本 三司郎 ハスクバーナ奈良×SHINKO 奈良県

184 中田 宗徳 愛知県

185 石榑 瑠花 MC-Japan 岐阜県

186 山本 正治 二輪工房ＳＲ 群馬県

187 久貝 尚之 ティスレーシングチーム 京都府

188 嶋田 敏也 オシャレイカチ@HIOKI 長野県

189 溝口 勇 レアルエキップ+D部 愛知県

190 鬼頭 孝司 チームアカツカ 三重県

191 二杉 茂雄 uk軍団 兵庫県

192 奥村 諭 京都府

193 渡邊 浩一 MudWarriors with NBC 愛知県

194 古川 敏章 ハシモトレーシングチームＢ 兵庫県

195 長谷 将和 4545ghee-jet 愛知県

196 丸山 忠甫 愛知県

197 丹羽 秀樹 愛知県

198 夏田 治 イゴライ 愛知県

199 岡本 篤 LumberJacks Racing 兵庫県

200 松木 力丸 A.I.R 静岡県

201 岡本 亮 LumberLacks 兵庫県

202 前田 総士 TEAM  GO GO JIRO！！ 兵庫県

203 堀込 賢二郎 ライディング クラブ 群馬県

204 表田 弘記 大阪府

205 江口 恵介 ダートネイチャー鈴鹿 三重県

206 西藤 信冶 バイクピット東広島 広島県

207 加福 幸男 愛知県

208 畑田 幸治 ＴＯＭＯ　ＲＡＣＩＮＧ 千葉県

209 小谷野 和央 ニコニコエンデューロ部 群馬県



Class 2017固定 Rider Team 都道府県

120 C 401 瀧 強志 TEAM　S☆S　YUASA　XC 香川県

402 尾崎 正典 ハシモトレーシング　チームＢ 兵庫県

403 萩野 優介 愛知県

404 石川 明 RiverStone 静岡県

405 樋口 翔馬 ちびてくフレンズ♂ 静岡県

406 鈴木 義典 半田市505 愛知県

407 本間 圭祐 YMEF＆前田制作 静岡県

408 浅野 高章 三河チンピラーズ 東京都

409 清水 太介 バイクボンバー 岐阜県

410 山田 壮平 リバーストーンRT 静岡県

411 高島 琢巳 team slideride 大阪府

412 吉田 湊 39＆ナーリーズ＆KTM東海 三重県

413 野崎 直哉 NMS×slide ride 大阪府

414 宮田 寛成 WheelMasterRT With 奥山デイズ 静岡県

415 前沢 一成 KRCカワセレーシング 岐阜県

416 山田 正喜 スピリットオブヴァイタル 京都府

417 道下 孝行 シマダセイサクショ＆NARLEEZ 三重県

418 足立 卓也 slide ride×tys×551 大阪府

419 中段 直孝 A. I. R. 静岡県

420 井上 京重 ティスレーシング 京都府

421 池田 孝広 TEAM　S☆S　YUASA　XC 香川県

422 大津 裕彦 SAT’S 大阪府

423 田中 将之 ニコニコエンデューロ部 愛知県

424 五十住 洋佑 C.G.PHONTOM Racing 愛知県

425 高田 郁弥 team K.M.R 愛知県

426 熊谷 崇 ２ストおやぢ倶楽部 愛知県

427 稲本 拓人 兵庫県

428 北田 亘 京阪酷道友の会 大阪府

429 船坂 俊介 カワセレーシング 岐阜県

430 山内 俊輔 トップグローブ 愛知県

431 宇都 裕貴 シルバラード 京都府

432 高木 敦志 ニコニコエンデューロ部 富山県

433 丸山 忠甫 愛知県

434 上原 英也 Lake Side Fun Riders 京都府

435 山口 健俊 R.P.SANTANA 茨城県

436 谷本 拓磨 三重県

437 今田 光彦 オールカワサキ南大阪 大阪府

438 瀧口 眞隆 大阪府

439 大竹 正恭 愛知県

440 塩澤 正行 ツー連★R・生産技術1係 静岡県

441 杉原 修身 SAT’S-R 大阪府

442 井口 貴博 大阪府

443 尾関 信文 team K.M.R☆ 愛知県

444 粟冠 真平 team ODG 静岡県

445 兼松 正治 京阪酷道友の会 大阪府

446 坂口 智洋 長野県

447 松田 祐亮 SAT’S 大阪府

448 和田 秀樹 遠衆林道 静岡県

449 加藤 優一 チームK.M.R 愛知県

450 石本 麻衣 jon it. 東京都

451 西藤 信冶 信明テクノン 広島県

452 杉本 成 愛知県

453 山川 敦司 春野いきいき倶楽部 静岡県

454 野口 敬 カワセレーシング 岐阜県

455 前田 雅行 TEAM BTC 静岡県

456 鳥越 元太 わんめいく　0 京都府

457 定村 準也 39＆ナーリーズ＆KTM東海 三重県

458 平松 真和 MASAKA  CHANCE 愛知県

459 三浦 賢二 TEAM BTC 静岡県

460 鈴木 信理 Team K.M.R 愛知県

461 永森 崇裕 ふりーじゃき土佐 滋賀県

462 松井 正昭 廃人レーシング 栃木県



463 小林 俊資 YEJP林道倶楽部 静岡県

464 楮畑 浩太郎 SAT’S 大阪府

465 安田 栄司 滋賀県

466 佐野 浩治 モトスポーツハヤカワ 愛知県

467 後呂 達哉 Dr.単車 奈良県

468 樋口 伸二 越谷オフロードクラブ 埼玉県

469 池田 幸司 RG3池田建築 和歌山県

470 臼井 一 HORIZON with NBC 岐阜県

471 浅野 淳一郎 OFFHOUSE 三重県

472 平野 智也 軟弱オフロード部 福井県

473 鈴木 悠馬 超変身 京都府

474 川崎 琢也 廃人レーシング 奈良県

475 岡本 英仁 WheelMasterRT クラブ前田製作 静岡県

476 本田 晃 藤原HONDAwithZプロ 奈良県

477 広瀬 俊作 石川県

478 神崎 徳之 奈良県

479 河北 誠也 ちびてくフレンズ♂ 静岡県

480 相 隼 チームK.M.R 愛知県

481 尾藤 晃二 SAT’S 大阪府

482 大木 康平 日光猿山R.C 静岡県

483 西田 浩剛 HRTK RACING 石川県

484 萩原 茂樹 フラミンゴレーシング 兵庫県

485 樋山 智幸 わんめいく 京都府

486 広浜 真吾 Team K.M.R 愛知県

487 日野 裕太 わんめいく1 京都府

488 加藤 誠司 Team RNN 埼玉県

489 平田 和也 わんめいく3 京都府

490 伊藤 優児 TOMOレーシング 千葉県

491 三谷 真人 パドックサムタイム 京都府

492 杉ノ下 博久 カワセレーシング 岐阜県

493 井口 慎也 ニコニコエンデューロ部 滋賀県

494 對馬 慎太郎 モトパドック カワダ 東京都

495 手塚 隆仁 ワイ・イー・シー新入社員 静岡県

496 伊藤 一憲 増岡ガレージ 神奈川県

497 飼馬 広人 KAWASE RACING 岐阜県

498 松木 仁 バイクボンバー 岐阜県

499 佐々木 和幸 TEAM　S☆S　YUASA　XC 徳島県

500 襟立 和伸 ルサンバレー 愛知県

501 峯 稜介 静岡県

502 溝口 秀也 C.G.PHANTOM RACING ED 愛知県

503 久山 敬介 東京都

504 鈴木 日左香 MC開田高原 長野県

505 小川 敦司 愛知県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

テーピング 120 Open 801 兼松 正治 京阪酷道友の会 大阪府

802 丹川 健吾 田中麗震愚＆町屋川レーシング 三重県

803 伊藤 和貴 YEJP林道倶楽部 静岡県

804 豊田 教之 豊橋友の会 愛知県

805 田沼 禎将 NRKracing 三重県

806 中村 雅昭 京阪酷道友の会 三重県

807 月東 栄治 ドンタックス 愛知県

808 川又 佳治 千葉工業大学二輪部OB会 静岡県

809 桑室 和幸 兵庫県

810 奥田 尚希 愛知県

811 村上 大河 愛知県

812 平尾 宣暁 大阪府

Class 2017固定 Rider Team 都道府県

120 レディスA 901 山口 恵子 バイクは楽しい / モト･ハーバー 岐阜県

902 角野 優子 名西カワサキ 愛知県

903 安藤 緑 サンセルフ商会 岐阜県

Class 2017固定 Rider Team 都道府県



120 ツインターボ 951 堀沢 & 井藤ﾍﾟｱ CGC チームFAKT 愛知県

952 西村＆三上ペア 551 racing 奈良県

953 井藤 誠人  文乃ペア チーム４チルドレン 岐阜県

954 菅原 & 浅田ﾍﾟｱ 廃人レーシング


