
裏琴引マウンテンエンデューロ　エントリー名簿

1 高橋　博 愛知県 風の会ＹＳＰ磐田エンジョイズ YZ250FX－ＯＮＥ

4 永原　達也 福岡県 ポン吉商会 ＫＴＭ250ＥＸＣ

5 中野　誠也 大阪府 九州男塾　葛城組　高石二輪レーシング　ＪＥＲＲＹ’Ｓ ＣＲＦ280Ｒ

6 熊本　悠太 広島県 バイカーズベア　ＷＩＴＨ　ＣＦＣ YZ250F

9 後藤　英樹 滋賀県 サイクルショップ168 ＥＣ250Ｆ

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

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

23 山口　貴 福岡県 さわさわかい ＫＴＭ125

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

34 小田　忍 広島県 MC三協TC1207 DT200WR

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

39 本間　徹 兵庫県 チーム　たけおさん YZ250FX

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

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

49 森　匡佑 大阪府 森のくまさんｗｉｔｈ　Ｈonda　Fｌｙｉｎｇ　Ｗｏｒｌｄ 250ＥＸＣ

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

54 寺下　正夫 兵庫県 すうぱあセローの秘密とか ＫＴＭ-ＦＲＥＥＲＩＤＥ250Ｒ

57 藤村　赴史 山口県 チームシゲムラ ＫＴＭ250ＥＸＣ-Ｆ

58 大宮　康司 大阪府 ＤＩＮＯ　ＲＡＣＩＮＧ ＨＯＮＤＡ　ＲＴＬ250Ｒ

59 平田　敦 山口県 チームシゲムラ ｗｒ250ｆ

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

65 高下　勝利 鳥取県 バイカーズ・ベア ＹＺ250Ｆ

67 吉田　雅之 徳島県 阿波レーシング TY250Z

70 浜口　敬好 大阪府 チームマネー ＲＴＬ260Ｆ

73 野田　大作 山口県 Ｒ-２ フサベルＴＥ250

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

76 原　大輔 島根県 キムヤン一味 ＹＺ250



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

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

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

99 尾崎　正典 兵庫県 ハシモトレーシングＢチーム ＷＲ250ｆ

102 西森　敏宏 大阪府 のりずんず ＹＺ250ＦＸ

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

113 山下　耕司 徳島県 ＴＥＡＭ　ＳＣＲＡＭＢＬＥ ＫＴＭ125ＥＸＣ

115 大石　直樹 愛知県 モトクラフト ＷＲ250Ｆ

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

125 遊井　忍 広島県 KTM広島東 KTM　FREERIDE

128 和泉　拓 宮城県 TEAM　BEAT　ストレンジモーターサイクル BEAT RR2T

131 毛利　雅一 兵庫県 チームテクニカル シェルコ　Ｘ-Ｒｉｄｅ

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

150 亀田　友章 愛知県 チームＳＮＧ ＳＥ-Ｒ250

183 長谷山　淳 兵庫県 チームナミタwithBSねお KTM250R

184 佐々木　文豊 愛知県 アドブ豊田支部+ＳＬＦ YZ250F

186 中垣　哲夫 福岡県 ONR KTM　ﾌﾘｰライド250

188 本間　嵩章 兵庫県 加古川トライアルパーク RTL260F

189 清河　良平 福岡県 KYKW KTM250EXC

193 杉山　栄治 熊本県 Taste　of　Traial CRF250X

196 袴田　真滋 大阪府 ハッスルクラブ tm

199 西岡　真史 高知県 zoomee　racing TE250

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

208 平岡　真二 山口県 チームシゲムラ KYM　freeride

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

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


