
琴引マウンテンエンデューロ　エントリー名簿

11 岸田　崇宏 広島県 Sｐｉｒｉｔ　ｏｆ　ＭＡＺＤＡ ＫＤＸ220

12 市川　学 広島県 バイクヤードkiyo SEROW

13 菊地　俊廣 広島県 YZ250

14 笠岡　秀典 広島県 バイクヤードkiyo KTM250EXC

15 三宅　英幸 広島県 オフロード天獄　広島 YZ250FX

16 登　義行 広島県 バイクヤードkiyo CRM250R

17 白石　清 広島県 バイクヤードkiyo ＫＤＸ220

18 西諏訪　光二 広島県 バイクヤードkiyo ランツア

19 宗﨑　大樹 広島県 ハリケーンレーシング スーパーシェルパ

20 宗﨑　博文 広島県 ハリケーンレーシング カワサキ　スーパーシェルパ

21 光安　浩二 福岡県 さわさわかい パンぺ

22 高木　剛 福岡県 さわさわかい パンぺ

23 山口　貴 福岡県 さわさわかい ＫＴＭ125

24 竹原　正樹 岡山県 RC.ORANGE YZ125

25 大西　実 奈良県 JIMMYTEC＆九州男塾 YZ250

26 重村　孝司 山口県 チームシゲムラ　トリプル☆コージ YZ250FX

27 淺田　拓弥 山口県 KTM250EXC

28 上田　俊夫 山口県 チームシゲムラ　 KTM150

29 野村　亮介 山口県 チームシゲムラ YZ125

30 トミタ☆コージ 香川県 TEAM TAROトリプル☆コージ KTM250EXC

31 津嶋　慶介 香川県 TEAM TARO ｔｍ144ED

32 田尾　慶多 香川県 TEAM　TARO KTM300XC-W

33 岡田　昌幸 香川県 TEAM　TARO KTM350EXC-F

34 小田　忍 広島県 MC三協TC1207 DT200WR

35 SHOHEI・SUZUKI 岡山県 岡山・天ぷら鎧 HONDA・88RTL250S

36 岡山　秀行 山口県 チームシゲムラ掲示番長 表/KTM250EXC　裏/悶テッサ

37 白澤　淳 大阪府 ティスレーシングｗｉｔｈのりずンず 300ｘｃ-ｗ

38 籾山　寛 広島県 オフの大将 WR250F

39 本間　徹 兵庫県 チーム　たけおさん YZ250FX

40 竹内　宏佑 岡山県 天ぷら鎧ｗｉｔｈだんごむし倶楽部 YZ250FX

41 酒本　敏昭 大阪府 キャットハウス＋チームマネー ＫＴＭ-ＦＲＥＥＲＩＤＥ250Ｒ

42 川崎　誠吾 大阪府 キャットハウス＋チームマネー葛城組 ＫＴＭ-ＦＲＥＥＲＩＤＥ250Ｒ

43 田川　浩生 兵庫県 ＢＳねお＆Ｋ2Ｔ ＫＴＭ250ＥＸＣ

44 小川　郁哉 大阪府 モンテッサ315Ｒ

45 井村　哲久 大阪府 のりずンず＆ハシモトレーシング ＹＺ250Ｘ

46 木村　伸太郎 山口県 悶絶倶楽部 表/ＥＸＣ250　裏/ＲＴＬ250

47 且原　圭 山口県 悶絶倶楽部 ＹＺ250ＦＸ

48 熊本　順治 広島県 バイカーズ・ベア 表/ＫＴＭ　　裏/ＧＡＳＧＡＳパンぺーラ250

50 村本　篤俊 山口県 アールツー Ｙｚ250ｆｘ

51 松田　基 東京都 シェルコ



52 花本　茂樹 広島県 ケニーズクラブ モンテッサコタ314

53 小林　正征 大阪府 書類起しのギャングパーツ　葛城組 ＷＲ250Ｆ

55 西岡　理 大阪府 森のクマさんｗｉｔｈ　Ｈonda　Fｌｙｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ ＷＲ250Ｆ

56 木下　賢一 鳥取県 キムヤン一味 ＫＴＭ300ＸＣ-Ｗ

57 藤村　赴史 山口県 チームシゲムラ ＫＴＭ250ＥＸＣ-Ｆ

59 平田　敦 山口県 チームシゲムラ ｗｒ250ｆ

60 奥島　康弘 広島県 炉辺どうしちゃったんです会 ＹＺ250Ｆ

61 寺井　文康 愛知県 DNKR ｙｚ250

62 塚本　明男 兵庫県 森のくまさん ＴＥ300

63 櫻井　啓蔵 大阪府 森のクマさんｗｉｔｈ　Ｈonda　Fｌｙｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ ＫＴＭ250ＥＸＣ-Ｆ

64 木下　卓也 愛知県 団苦労 ｋｔｍ250ｅｘｃ　ｆ

65 高下　勝利 鳥取県 バイカーズ・ベア ＹＺ250Ｆ

66 橋元　絢右 大阪府 森のくまさん beta250ｒｒ2ｔ

67 吉田　雅之 徳島県 阿波レーシング TY250Z

68 大野　孝男 広島県 広島ドンガメクラブ ＷＲ250Ｆ

69 山崎　範治 広島県 広島ドンガメクラブ ＷＲ400Ｆ

70 浜口　敬好 大阪府 チームマネー ＲＴＬ260Ｆ

71 山下　輝彦 広島県 広島ドンガメクラブ ＹＺ85

72 奥島　貴文 広島県 炉辺どうしちゃったんです会 ＴＭ　

74 梶川　治 広島県 画伯を転倒させる会 ＹＺ250

75 上福浦　明男 広島県 ケニーズクラブ ベータテクノ・スクランブラ―・ED

77 山田　真治 広島県 広島ドンガメクラブ YZ250F

78 吉村　健太郎 兵庫県 ＯＲＡＳラッキー商会ＪＥＲＲＹＳ ＹＺ250

79 大垣　元秀 兵庫県 ＯＲＡＳラッキー商会ＪＥＲＲＹＳ ＹＺ250

80 高橋　寛 広島県 炉辺どうしちゃったんです会 ＫＴＭ

81 山崎　みとも 兵庫県 ＣＲＦ250Ｘ

82 松木　孝 山口県 悶絶倶楽部 ＫＴＭフリーライド350

83 大西　弘晃 岡山県 ＢＩＧ　ＷＥＳＴ　ＲＥＣＩＮＧ ＲＴＬ-260-Ｆ

84 溝渕　隆士 香川県 ＳＢＳ屋島 Ｂeta　RR2T250

85 尾仲　敦志 兵庫県 モトストリーム＋MTXR HUSABERG　TE250

86 森永　敏裕 大阪府 チームｍｏｎｅｙ＆cat　house KTM350フリーライド

87 森本　真 兵庫県 ＢＳねお 250ＥＸＣ

88 栗田　武 群馬県 デコボコフレンズ KTM250EXC

89 中原　憲一 岐阜県 二輪屋 X-RIDE

90 吉岡　淳一 兵庫県 のりずんず YZ250

91 西村　敏之 山口県 トリプルT、マイナス１ KX250F

92 豊田　臣秀 山口県 knowhit ＴＥ250

93 中山　将行 和歌山県 紀乃利RG3 ＣＲＦ250Ｘ

94 森下　誠 兵庫県 モトショップ　ハシモト　レーシング KTM300

95 金谷　崇行 広島県 バイクヤードキヨ スーパーシェルパ

96 遠藤　明宏 東京都 デコボコフレンズ 200ｘｃｗ



97 浦野　誠二 京都府 のりずンず YZ250

98 藤澤　淳 広島県 麺ｐｏｗｅｒ平の家 ホンダ　ＲＴＬ-250Ｒ

99 尾崎　正典 兵庫県 ハシモトレーシングＢチーム ＷＲ250ｆ

100 中村　雅昭 三重県 旧伊賀忍者 ＫＴＭ350ＦＲＥＥＲＩＤＥ

101 加藤　祐二 愛知県 セトクールマシン ＫＴＭ250ＥＸＣ

102 西森　敏宏 大阪府 のりずんず ＹＺ250ＦＸ

103 河村　泰則 大阪府 ＭＯＴＯ　ＳＨＯＰ　ハシモトレーシングＢ ＥＣ250

104 秋武　徹治 兵庫県 モトショップ　ハシモト　レーシング ＹＺ250

105 浦田　成浩 三重県 汚野津山灸とＫＴＭ東海 250ＥＸＣ

106 鈴木　賢司 広島県 オフの大将 ＹＺ125

107 巽　裕起 三重県 ＫＴＭ東海と汚野津山灸 250ＥＸＣ-Ｆ

108 岩本　敏昌 山口県 みねもん ｗｒ250ｒ

109 山口　正生 広島県 MC三恊TC ＹＺ250Ｆ

110 船戸　真也 大阪府 ハシモトレーシング＆のりずンず フリーライド250Ｒ

111 秋田　真一 兵庫県 ＴＥＡＭ　ＲＡＩＮ ガスガスＥＣ250

112 有田　貢治 広島県 炉辺会ｗｉｔｈ琴引ＭＥＤ ＫＴＭ200ＥＸＣ

113 山下　耕司 徳島県 ＴＥＡＭ　ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＫＴＭ125ＥＸＣ

114 松村　正明 兵庫県 ハシモトレーシング ＹＺ250

115 大石　直樹 愛知県 モトクラフト ＷＲ250Ｆ

116 仲村　治郎deござる。 兵庫県 プリズンスクール脱獄者の会 ｗｒ250ｆ

117 三上　祥雄 広島県 バイカーズ・ベア ＹＺ250Ｆ

118 梅木　博昭 福岡県 チーム★まつお ｙｚ250ｆｘ

119 松尾　正弘 福岡県 チーム★まつお　総長 ｋｔｍ250ｅｘｃ-Ｆ

120 前原　敦史 広島県 ５D ｔｍ125

121 山下　航平 徳島県 TEAM　SCRAMBLE ｔｍ125

122 小川　知記 山口県 チームシゲムラ 300ｘｃ-ｗ

123 齋藤　恭一 岡山県 岡山　天ぷら鎧＆だんご・のりずンず YZ250X

124 藤川　洋文 栃木県 あるみやや ｔｍ250en

126 大谷　照夫 大阪府 森のクマさんｗｉｔｈ　Ｈonda　Fｌｙｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ KTMﾌﾘｰライド250

127 古川　敏章 兵庫県 ハシモトレーシングチームＢ ＸＣ150

129 三根　達成 広島県 みねもん RMX250S

130 橋爪　将 大阪府 balls葛城組 CR250

131 毛利　雅一 兵庫県 チームテクニカル シェルコ　Ｘ-Ｒｉｄｅ

132 土田　哲也 滋賀県 塩っぱ AJP　PR.4

133 藤原　弘基 広島県 ５D ｔｍ250en

134 月原　邦浩 兵庫県 クボヤマオートバイ＆アプリテック ＹＺ250ＦＸ

135 大谷　大 大阪府 crazy　ｌｉｆｅ　365 ｃｒｆ250ｒ

136 大石　尊弘 大阪府 ウッズ下市ごきげんクラブ ＹＺ250

137 遊佐　秋人 大阪府 葛城組 モンテッサ

138 熊谷　一男 大阪府 葛城組 モンテッサ

139 川崎　正範 大阪府 ＤＩＮＯレーシング　葛城組 フリーライド350



140 松野　孝夫 大阪府 チーム土建屋あほなおっさんブラザーズ　葛城組 ﾌﾘｰライド350

141 植田　光治 大阪府 Ｋ山 ＲＴＬ260Ｆ

142 石原　健二郎 鳥取県 ヨジガクラブ ＷＲ250Ｆ

143 渡辺　育男 岡山県 WindKnights ホンダ　XR200R

144 杉野　稔 広島県 SP忠男広島RT YZ250F

145 三宅　智士 岡山県 カメイレーシング モンテッサ

146 原田　皓太 岡山県 岡山バイクナイト 250exc-ｆ

147 松田　勝司 大阪府 モトファーストと日新自動車運送とＢＳねお ＫＴＭ125ＥＸＣ

148 岩本　洋明 福井県 あんちょRT BｅａｔＲＲ2Ｔ

149 岩本　恵美 福井県 あんちょRT ＫＴＭ125ＥＸＣ

150 亀田　友章 愛知県 チームＳＮＧ ＳＥ-Ｒ250

151 山本　三司郎 奈良県 ウッズ下市ごきげんクラブXC YZ250FX

152 加藤　聖一 広島県 SP忠男広島RT（OB会） セロー225WE

153 渡部　昇 鳥取県 よじがクラブ イーハトーブ　改

154 塚田　正也 山口県 Ｒ-２ YZ250FX

155 池田　和夫 山口県 Ｒ-２ WR250F

156 古田　恵介 広島県 ハリケーンレーシング カワサキKLX

157 西藤　信冶 広島県 バイクピット東広島 TLM220

158 半明　昌信 広島県 つまくら RM85

159 吉俣　浩之 香川県 高橋部屋ｏｒａｓＪＥＲＲＹ’Ｓ ＴＥ250

160 木ノ下　雅彦 島根県 liberta WR250R

161 森　周司 大阪府 HONDA　FLING　WORLD Ｘ-RIDE

162 前田　俊平 鳥取県 西部ホンダwithURC セロー250

163 松本　竜光 鳥取県 西部ホンダwithURC XR250

164 多々納　誉貴 鳥取県 西部ホンダwithURC KX100

165 児島　純 鳥取県 西部ホンダwithURC DT200R

166 内田　善大 鳥取県 西部ホンダwithURC KTM250EXC-F

167 上田　耕平 鳥取県 西部ホンダwithURC XR230

168 北村　政夫 滋賀県 塩っぱレンヂャー 04CRF250X

169 田中　信 福岡県 九州男塾　with　BLAZE-FACTORY ホンダ　CR250R

170 中山　敏勝 福岡県 九州男塾　with　BLAZE-FACTORY KTM250EXC-F

171 森下　徹政 滋賀県 RT168 fantic250

172 文谷　耕治 岡山県 クラブ-THS CRF

173 松村　紀英 山口県 悶絶倶楽部 フサベル250ＦＥ

174 末廣　匠矢 広島県 ラララ・オッドライド TE250

175 阿本　貴章 兵庫県 尼崎二輪館　ゲロ修行中 ＣＲＦ250Ｒ

176 持田　充朗 鳥取県 よじがくらぶ セロー225

177 塚本　達郎 広島県 岡山バイクナイト CRF250R

178 高砂　正哲 兵庫県 BSねお セロー225WE

179 大屋　国広 三重県 ボブキャットクラブ ヤマハTYZ250

180 勝部　登 島根県 チームワンダーランド WR-F



181 平山　裕士 広島県 ハリケーン YAMAHA　WR250F

182 西口　賢悟 大阪府 ハシモトレーシング　Ｔ研究生 ＹＺ250ＦＸ　

184 佐々木　文豊 愛知県 アドブ豊田支部+ＳＬＦ YZ250F

185 斉藤　浩介 大阪府 フサベル　TE250

186 中垣　哲夫 福岡県 ONR KTM　ﾌﾘｰライド250

187 上野　真二郎 兵庫県 K2T＆BSネオ KTM250EXC

189 清河　良平 福岡県 KYKW KTM250EXC

190 久保田　崇史 香川県 フラットワールド FREERIDE

191 渡辺　精一 岡山県 カメイレーシング ハスクバーナ

192 大霜　貴央 広島県 バイカーズベア YZF

193 杉山　栄治 熊本県 Taste　of　Traial CRF250X

194 北野　勝弘 大阪府 トコトコパタパタｗｉｔｈのりずンず（亀さんチーム） ﾌﾘｰライド

195 北野　勝也 大阪府 トコトコパタパタｗｉｔｈのりずンず（亀さんチーム） セロー

196 袴田　真滋 大阪府 ハッスルクラブ tm

197 山入　一晃 和歌山県 ＴＸＴＰＲＯ

198 北田　卓弘 大阪府 スカルライダーズ　ｗｉｔｈ　ＴＥＡＭ　ＭＯＮＥＹ ＸＧ250

199 西岡　真史 高知県 zoomee　racing TE250

200 水野　健治 広島県 つまようじクラブ スコルパ

201 永長　紀明 兵庫県 ＢＳねお ＫＴＭ250ＥＸＣ-Ｆ

202 安井　敬一 大阪府 ｔｙｓｄｉｒｔ モンテッサcota4ｒｔ

203 中村　好孝 奈良県 ウッズ下市ごきげんクラブXC部 250EXC

204 政岡　秀幸 高知県 ＳＭＢレーシング ＫＴＭ250ＥＸＣ

205 山本　礼人 愛知県 ＳＬＦ+ＳＨＩＮＫＯ風の会 ＹＺ250

206 北川　豊久 大阪府 BALL'Sレーシング　葛城組 WR250F

207 国見　一晶 大阪府 ハッスルクラブ Kｔｍ

208 平岡　真二 山口県 チームシゲムラ KYM　freeride

209 石本　考良 山口県 R2 ｗｒ250ｆ

210 佐藤　光 山口県 R2 ｅｃ250

211 山田　忠司 広島県 ガスガスＥＣ250

212 川口　政秀 奈良県 ハッスルクラブ ＫＴＭ250

213 石田　聡 兵庫県 ＷＰ ＷＲ250Ｆ

214 郡司　泰寛 福岡県 南国企画 WR250F

215 奥　卓也 愛知県 アドブ豊田支部+ＳＬＦ 表/ＣＲＦ125Ｆ　裏/freeride350

216 大賀　正信 山口県 ＢＨＯ ＹＺ250Ｆ

217 清水　忠 山口県 team忠興 KX-100


