
No. チーム名 クラス 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 第4ライダー 第5ライダー 第6ライダー第7ライダー モデル タイヤ

1 ハイパーモテモテブラザーズＡ エキスパート 土橋 亮一 榊原  浩二 布施川 澄 NSF100 BS

74 Ｒｉｓｅ＆鈴鹿ファンラン友の会 エキスパート 橘 正樹 吉村 拓也 大河内 圭介 野々村 誠司 峯川 光晴 NSF100 BS

2 ハイパーモテモテブラザーズＢ エキスパート 田中 陽介 山本 零 水池  成弘 大岩 未瑠樹 北川 章子 エイプ BS

9 Ｔセザキラントリップジュベット エキスパート 松原 忠夫 藤下 弘幸 吉田 大介 萩原 強 福田 尚貴 中村 和悦 岩倉 央長 NSF100 BS

6 ＴＥＡＭ　Ｇ．Ｆ．Ｕ．Ｓ エキスパート 柴田 孝虎 渡川 明 平城 彰雄 平城 雄飛 宇都 敏明 柴田 隆之 エイプ BS

54 ＦＰ＆カサハラ＋猫 エキスパート 藤田 誠一 藤田 聖弥 山口 淳 高田 幸弘 小林 昇 山本 佐富美 NSR50 BS

8 ＭＲチームＨＡＹＡＰＩＮ エキスパート 村田 勇智 山本 大輔 伊藤 里史 高田和弥 宮本ぶん NSF100 BS

66 Ｎ．Ｒ．ＳチームＡ エキスパート 羽原 祐樹 竹田 透 中川 正己 NSF100 BS

77 ｓａｔａｋｅｆａｃｔｒｙ エキスパート 反保 貴元 丸木 克仁 柏谷 信幸 二階蔵 康夫 北出 敏治 GROM DL

11 チーム　西南部 (セイナンブ) エキスパート 野村 忠男 松坂 信貴 太田 篤 佐々木 雪人 喜楽 直樹 NSF100 DL

88 もとばむ エキスパート 日高弘伸 松川 泰宏 櫻井 賢一 GROM DL

71 ＴＭ－Ｐチーム　ザボーガ エキスパート 竹内 洋晶 立浦 正康 今井 淳一 田中 亨 平子 大佑 民谷 賢司 横丁 寿幸 エイプ BS

13 ハジメとゆかいな仲間たち エキスパート 杉野 充 沼田 智宏 中川 政和 湯浅 肇 NSF100 BS

94 ＭＲ－プロジェクトクラブ エキスパート 佐渡 道宏 宮 健二 田中 浩 藤岡 将光 福田 善美 GROM BS

55 ライダースクラブ　クライム エキスパート 室木 健次 赤地 義和 山本 将也 池田 俊幸 高坂 大地 NSR50 BS

5 さかなＲ＆ホワイトＲ エキスパート 井上 大輔 杉谷 元 今中 新一 東 幸寛 大塚 浩二 NS50F BS

29 Ｊ・鉄・チョ・チョイ！ エキスパート 定免 孝雄 西村 広明 横間 直樹 能村邦男 NSF100 BS

3 ＴＲＡチーム北陸！！ エキスパート 友田 敏弘 大窪 柾文 出村 大輔 松本 孝浩 児玉 悟 ＸＲ100モタード BS

24 遠入トレーナーズ・ラボ エキスパート 榎戸 育寛 杉山 優輝 中村 豊 遠入秀昭 NSF100 DL

99 大源製薬＆しゃぼん玉＆Ｊ エキスパート 森 賢哉 南 博之 腰山 武史 腰山 峰子 塩野 仁史 岩滝 孝之 金光 好樹 Z125PRO BS

93 トラオワークスwithFYR エンジョイ 新谷 駿一郎 小島 佑介 虎尾 涼司 稲田一輝 NSR50 BS

12 Play Bike Works エンジョイ 小林 一也 西畑 正樹 藤長 佳紀 滝下 直樹 大窪 英夫 XR100M BS

27 RT.ｻｸﾂｰ北陸&ｲｰｸﾞﾙﾊﾞｲｸ部 エンジョイ 小林 宏彰 大橋 健一 山形 雄仁 西岡 和哉 玉村 晋一郎 GROM BS

91 いろはロッサＯｙｚ’ｓ エンジョイ 中村 世志治 岸本 昭男 江端 勝治 佃 惣市 有賀 永敏 宮本 和彦 NSR50 BS

15 穴乞食レーシング エンジョイ 平池 幸太郎 倉内 孝太郎 倉内 祐斗 山田 浩棋 ＸＲ100モタード BS

84 ブロークンハート エンジョイ 前田 久志 西村 雄二 島 貴広 佐藤知之 地子幸長 NSR50 DL

26 ＴＥＡＭ風呂屋の横 エンジョイ 久場 政己 中野 博次 神崎 理絵 永井 隆史 GROM DL

30 Ｎ．Ｒ．Ｓ　チームＢ エンジョイ 岸 学 服部 康介 岡部 琢磨 GROM BS

6 チーム　ごろごろ　５０Ｓ＋１ エンジョイ 後呂 好員 山下 浩司 中西 敦 久保 登夫 内田 寛 GROM BS

7 ＭＲプロジェクト２ エンジョイ 阿良田 章二 井南 光宏 河崎 勝司 ？？？ ？？？ エイプ BS

10  チームミツトヨ エンジョイ 宮下 和也 小橋 慶増 吉岡 克典 NSF100 BS

8月21日現在

＊ゼッケン３番「ＴＲＡチーム北陸！！」ゼッケン１３番「ハジメとゆかいな仲間たち」は北陸バイクフェスティバル夏大会にて無料参戦権獲得によりエントリー

タカス８耐スターティンググリッド上位３台はおわら夏耐久成績により決定

ポールポジション　ゼッケン71番「ＴＭ－Ｐチーム　ザボーガ」ＰＰ

セカンドグリッド　ゼッケン13番「ハジメとゆかいな仲間たち」

サードグリッド　　ゼッケン55番「ライダースクラブ　クライム」


