
参加者氏名 ゼッケン番号参加者よみがな 都道府県

前嶋尚幸 56 まえじまなおゆき 静岡県

佐藤 崇 585 さとうただし 神奈川県

星野 哲志 55 ほしのさとし 神奈川県

伊藤卓也 748 いとうたくや 神奈川県

森田 博 81 もりた ひろし 神奈川県

町田 裕二 149 まちだ ゆうじ 長野県

原寿夫 11 はらひさお 静岡県

橋場　寛志 71 はしば　ひろし 長野県

熊澤日登志 199 くまざわひとし 神奈川県

高橋　弘 00 たかはし　ひろむ 静岡県

大西　浩一 432 おおにし　こういち 千葉県

大浦 信輔 166 おおうら　しんすけ 長野県

鈴木 功 713 すずき　いさお 神奈川県

東内 正 14 ひがしうち　ただし 神奈川県

久保田 英 474 くぼた　ひで 静岡県

佐野 慶太 370 さの　けいた 静岡県

本多　宏行 41 ほんだ　ひろゆき 長野県

嵐口 哲也 133 あらしぐち　てつや 長野県

高橋 皓太 69 たかはし　こうた 静岡県

草木 幸多郎 146 くさき　こうたろう 神奈川県

岡嵜　省二郎 8 おかざき　せいじろう

斉藤賢一 88 さいとうけんいち 長野県

伊東雄一 484 いとうゆういち 静岡県

白石 生夫 106 しらいしいくお 神奈川県

石上 充 7 いしがみみつる 静岡県

立花 才一 7 たちばな 静岡県

早坂 光一朗 3 はやさか こういちろう 神奈川県

佐藤 海 1 さとう うみ 静岡県

小澤　瞬 59 おざわ　しゅん 長野県

木原　克也 9 きはら　かつや 長野県

赤枝　幸子 495 あかえだ　さちこ 神奈川県

高橋　美千代 51 たかはし　みちよ 神奈川県

古川優人 177 ふるかわ　まさと 神奈川県

増田 健太 57 ますだ　けんた 静岡県

星野 達哉 2 ほしのたつや 神奈川県

寺西　浩一 330 てらにし　ひろかず 長野県

高瀬 勉 66 たかせ　つとむ 静岡県

西村太一 2 にしむらたいち 長野県

大浦 優人 4 おおうら　ゆうと 長野県



岡嵜　幸志郎 3 おかざき　こうしろう



チーム名 参加車両 SMED R-2

チームちんちくりん静岡本部 クロストレーナー オープン

バンザイダート YZ125X オープン

PSエディ＆男坂登り隊 BETA RR2T 250 オープン

デッシージャパン YZ250FX オープン

モト、ガレージネスト YZ250FX オープン

長和の森 Yz250x オープン

DR250R オープン

信州マウンテンパーク倶楽部 KX250F オープン

チームサイトウ ハスク230 オープン

静岡酔いどれ隊 KTM250EXC オープン

SHERCO with デコボコフレンズ MCGEAR SHERCO SEF250 オープン

YZ250FX オープン

Rabbit KTM 350 EXC-F オープン

林道マニアクス CRF250RX オープン

YZ125X オープン

KTM250SX-F オープン

WR250F オープン

ワールドレーシング&長和の森+MRP KX250F オープン

静岡酔いどれ隊 RM125 オープン

カミナリ一門 TE250i オープン

シェルコ 250SE オープン

長和の森 KLX125 ミニ

CRF150F ミニ

チームサイトウ YAMANDA223 ミニ

静岡酔いどれ隊 KLX140 ミニ

静岡酔いどれ隊 KLX140 ミニ

CRF150RⅡ ミニ

静岡酔いどれ隊 XCR107 ミニ

チームICE＆SMPC KX65 ミニ

信州マウンテンパーク倶楽部 XRC115 ミニ

kx85 ミニ

CRF125F ミニ

CR80 ミニ

寿 XR100 ミニ

PSエディ＆男坂登り隊 BETA RR2T 250 フレッシュ

FE250 フレッシュ

XR250R フレッシュ

信州マウンテンパーク倶楽部 TC50 キッズ

kx65 キッズ



ヤマハPW50 キッズ


