
エントリーリスト

ライダー 所属クラブ 車両メーカー

黒山 陸一 VICTORY 兵庫 Beta

小椋 北斗 岡山 HONDA

神長 叡摩 CLUB TOP DOGS 栃木 TRRS

田上 拓 白井HEDトライアル部 埼玉 Montesa

奥野 翼 静岡 Beta

斎江 知興 たまごっち 兵庫 SHERCO

波多野 一隆 チームアズーロ 京都 Montesa

松本 繁 TOHOracingclubトライアル部 広島 HONDA

西村 知誠 TEAM RIDE MAGIC 長崎 SHERCO

野崎 晃 八塔寺老人倶楽部青年部 岡山 HONDA

中川 瑠菜 TRproduct 愛知 Beta

五島 健太 中部HEDトライアル部/ゴトチンTV 三重 HONDA

齋藤 由美 東京 Beta

金子 俊介 トライアルクラブトムス 三重 TRRS

佐藤 信一郎 茨城 Beta

奥村 泰雅 京都 TRRS

山下 修 BCKレーシング&BUDDY 千葉 Montesa

荒川　一佳 岡山 SHERCO

松田 勝司 たまごっち 兵庫 Beta

山森 あゆ菜 静岡 Beta

甲斐 秀人 大分 HONDA

津森　伸吾 島根 HONDA

家本 俊英 中部SPトライアル同好会 静岡 HONDA

鈴木 拓海 茨城 TRRS

中村 和之 爆烈おやじ 兵庫 HONDA

林 直人 愛知 HONDA

辰己 直 和歌山 GASGAS

古市 右京 HRCクラブMITANI 埼玉 HONDA

久村 隆夫 トライアルチームLEO 三重 Beta

清水 忍 神奈川 TRRS

市村 謙太郎 Bergbach/嵐山不老天狗 栃木 Beta

齊藤 和満 長野 TRRS

畑中 佳次 SCORPA WITH tricomz 奈良 SCORPA

白石 隆史 野呂山麓友の会 広島 SHERCO

加古 智久 知多トライアルクラブ 愛知 VERTIGO

沖野 時彦 LEO 石川 Montesa

川谷 殖人 DINO RACING 和歌山 SHERCO

増尾 章児 静岡 SHERCO

相原 颯太 愛媛 VERTIGO

グランドチャンピオン



ライダー 所属クラブ 車両メーカー

永久保 圭 TEAM BIGBOX 静岡 Beta

袋井 就介 神奈川 SHERCO

村田 隼 GASGASwithMITANI 三重 GASGAS

毛利 智樹 ＷＥＥＫＤＡＹ　ＴＲＩＡＬ　ＣＬＵＢ 大阪 HONDA

西村 洋平 TEAM  RIDE  MAGIC 長崎 TRRS

綾野 竹人 千葉 Beta

永尾 貴幸 TEAM RIDE MAGIC 長崎 HONDA

井嶋 一郎 鳥取 TRRS

 藤田 裕貴 上州トライアル&チームKOMA 埼玉 Beta

寺岡　和慶 チームテラソ 広島 HONDA

武内 祐徳 白井HEDトライアル部&OragaValley 埼玉 TRRS

長谷部 佑弥 HondaブルーヘルメットMSC 東京 HONDA

小林 諒平 白井HEDトライアル部 茨城 Beta

中西 公彦 トップメンテナンス 千葉 VERTIGO

藤原 寿照 松山トライアルファーム 愛媛 Montesa

横塚 健 白井HEDトライアル部OragaValley 埼玉 Beta

竹村 真吾 WEEKDAY TRIAL CLUB 大阪 HONDA

立花 正志 兵庫 Beta

塚﨑 隼也 TEAM RIDE MAGIC 長崎 TRRS

寺澤 迪志 Ｔｅａｍ　TRproduct 愛知 TRRS

山崎 健太 ぱわあくらふと 大阪 Montesa

光山 徹哉 福岡 SHERCO

谷尾 篤彦 club シモジモ(仮) 大阪 Beta

桑原 健昌 TEAM  RIDE  MAGIC 長崎 Montesa

永井 太希 中部SPトライアル同好会 静岡 Montesa

相羽 博文 中部HEDトライアル部 愛知 Beta

鈴木 崇史 静岡 HONDA

多田 一朗 岡山 HONDA

湯田 勇作 和歌山 Montesa

伊庭 弘明 MTRS 三重 VERTIGO

河村　真弓 岡山 Beta

野田 翔大 TEAM ATD 愛知 HONDA

浅見 兼伍 京都 Beta

齋藤 悠史 岡山 Montesa

菅原 栄 TEAM KOMA・RSTP 埼玉 Beta

守谷 絢都 岡山 Beta

高橋 大介 チーム韮山 静岡 HONDA

渡邉　京三 静岡 Montesa

亀本 直 TEAM RIDE MAGIC 長崎 VERTIGO

金井 硬平 京都 Beta

グランドチャンピオン



ライダー 所属クラブ 車両メーカー

宮嶋 清次 club　ＭＷＭ 静岡 Montesa

山本 徹 ヒロスポーツ 鳥取 Montesa

三谷 知明 VERTIGOwithMITANI 三重 VERTIGO

喜岡 修 チームウインド 兵庫 Montesa

飯田 修 DINO RACING 大阪 TRRS

橘 郁朗 DINO RACING 大阪 GASGAS

ライダー 所属クラブ 車両メーカー

黒山 和江 VICTORY 兵庫 HONDA

米田 一十三 野呂山麓友の会 広島 HONDA

内田 啓子 香川 Beta

寺田 智恵子 愛知 TRRS

渡辺　佳代子 岡山 Beta

佐藤　真理子 岡山 Beta

ライダー チーム　中国A 車両メーカー

小椋　陽 岡山 Montesa

清水　寧郁 岡山 SCORPA

西　宏次 山口 Montesa

ライダー チーム　中部選抜A 車両メーカー

大櫃　千明 愛知 BETA

吉本　由輝 静岡 SCORPA

川添　蒼汰 三重 HONDA

ライダー チーム　和歌山の和田レーシング 車両メーカー

和田　弘行 和歌山 GASGAS

辻　誠史 大阪 GASGAS

西　佳史 和歌山 GASGAS

ライダー チーム　TEAM　OPMC 車両メーカー

築山　義秀 大阪 TRRS

宮崎　俊 大阪 TRRS

榎本　高 大阪 Beta

ライダー チーム　中国B 車両メーカー

益川　康典 広島 TRRS

岡田　洋一 岡山 VERTIGO

島田　武男 岡山 TRRS

ライダー チーム　加古川 車両メーカー

廣内　孝 兵庫 TRRS

岩見　秀一 兵庫 GASGAS

藤堂　慎也 兵庫 Montesa

地区・チーム対抗

OVER５０

レディース


