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（3月1日 確定版）

NO. 氏名 地域 メーカー 車種名 チーム名

2 工藤 正道 宮城県 tm tm144en Team 910PRO HTS

3 関澤 大地 茨城県 YAMAHA WR250F ガレージ風見鶏

4 亀山 竜 茨城県 YAMAHA YZ250 K塾日立ゲロ部

5 ニシノマコト 埼玉県 KTM フリーライド250R TKG

6 園原 宏 茨城県 KTM 300EXC K塾日立ゲロ部

7 がく@トラきの 千葉県 KTM 250EXC TPI トランスきのこRACING

9 清川 洋祐 福島県 KTM 250EXC ダートパラダイス

10 泥門隊長 青森県 モンテッサ 4ride 泥門レーシング

11 関澤 直人 茨城県 TRS X-TRACK ガレージ風見鶏

12 ちばてつ 埼玉県 KTM 300EXC鉄平 足跡組

13 隹（ふるとり） 宮城県 beta x-trainer ストレンジ　EBC

14 テ☆ナガザル 福島県 YAMAHA YZ125 いわきHEY!HEY!RACING

15 曽我 邦尚 東京都 KTM 250EXC

16 裏のヒデオ 東京都 beta RR2T 200 ラジエーターズ

17 釜谷 亮 神奈川県 フサベル te125 ウブカタジャパン

18 うなぎ 神奈川県 ベータ クロストレーナー クレィジーマウンテン

19 張替 貴宣 茨城県 ヤマハ YZ250FX 晴攻雨退with成友

20 まZだ 福島県 YAMAHA セロー225 いわきHEY!HEY!RACING

21 櫻井 健悟 宮城県 ハスクバーナ te250 渡波エンデューロ

22 SLおじさん 神奈川県 HONDA SL230 RAC

23 井手 秀幸 宮城県 ヤマハ YZ250FX 渡波エンデューロ

24 りょでお 新潟県 KTM freeride250r マコー2輪部

25 大神兄（マジモンのL） 東京都 ホンダ CRF250L トレールだってできるもん&TECHNIX&off1.jp&キャンオフ

26 sin225 神奈川県 ヤマハ セロー２２５ BCRT いわきHEYHEY神奈川

27 おきまま 東京都 TRRS XTRACK ウチなつ

28 ぴらふ 千葉県 YAMAHA YZ250X デコフレ和田屋SRC

29 小川 聡 東京都 BETA xtrainer 成田ED友の会

30 イッコー 神奈川県 ヤマハ ＹＺ１２５

31 okaniva 千葉県 YATELI XR-YATELI 和田屋 SRC with 本澤会 異常成人やてり

32 タンタン 東京都 ktm 250exc

33 やぎ 東京都 KTM 250EXC

34 よこだす 神奈川県 BETA xtrainer250 RAC

35 佐古 祥太郎 神奈川県 yamaha セロー225 RAC

36 カーボン 炭野 宮城県 ヤマハ YZ125X ストレンジモーターサイクル

37 恩田 英明 群馬県 スズキ RMX250R

38 鳥元 岳 青森県 KTM 500EXC チームさわやか

39 丹野 正則 宮城県 YAMAHA TT250R BIKARS

40 永原 弘行 長野県 Beta X-Trainer250 ノーザンウォーカーズ

41 まるじ 秋田県 ホンダ スーパーカブ改 DARUMAROCKS

42 むらびと 宮城県 BETA RR2Tﾆﾋｬｸ ストレンジモーターサイクル

43 山本 武史 青森県 BETA RR2T300 鹿野自販ストレンジ男汁倶楽部

44 えがっち 福島県 KTM 150XC-W いわきHEY!HEY!RACING

45 チャッピー 福島県 ホンダ CRF250RX チームJOK
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46 黒須 勝彦 福島県 ヤマハ ＹＺ２５０ チームＪＯＫ

47 ワイえす 東京都 KTM 200EXC (YmY)&Z'ts

48 かもめ　 福島県 KTM 250EXC いわきHEY!HEY!RACING

49 俺は騙されない！ 神奈川県 BETA RR2T 300 MRP+K41MoTo

50 鳥元 彰二 東京都 Husqvarna TE250 WORP Racing with MRP

51 yUSA 宮城県 beta RR2T ストレンジMC Team月曜会

52 ハーゲーダビッドソン 新潟県 beta ｘトレイナー つるっぱげレーシング

53 ちぇい！ 新潟県 HONDA CR125 つるっぱげレーシング

54 宮本 靖弘 宮城県 ハスクバーナ te250i 渡波エンデューロ

55 片クラッシュ 宮城県 やまは YZ125X 打倒チャッピー

56 渋口 通 宮城県 beta x-trainer 250 チームJOK

57 汁長 青森県 ＢＥＴＡ クロストレイナー300 男汁倶楽部

58 taisho 新潟県 YAMAHA YZ250FX ロケットレーシング

59 たらこ 宮城県 YAMAHA セロー250

60 澤田 修二 群馬県 BETA クロストレイナー

61 SAITOU 新潟県 KTM 200EXC ロケットレーシング&アルダナ

62 遠藤 智基 宮城県 未定 未定 チームズットシッティング

63 まるかつ 新潟県 ヤマハ YZ250FX つるっぱげレーシング

64 にし 神奈川県 ヤマハ YZ125X 左近山登山部

65 横須賀 直樹 埼玉県 KTM EXC250 カネゴンパーティー

66 鈴木 一人 福島県 ベータ RR2T250 ダートパラダイス

67 佐藤 雄也 宮城県 KTM　 EXC　TPI LDAC+愉快な仲間たち

68 山田 雄一郎 茨城県 Yamaha Yz250x 357レーシング

69 石井 秀和 茨城県 ヤマハ YZ２５０FX K塾日立ゲロ部

70 フラット# 福島県 KTM 150XC-W バーバーひらい

71 山田 周 宮城県 YAMAHA WR250F Team月曜会IRC

72 大村 聡 宮城県 ヤマハ WR250R ポンチョレーシング。

73 遠藤 譲 宮城県 ヤマハ YZ250X 渡波エンデューロ

74 小松 弘樹 山形県 beta クロストレーナー Team月曜会IRC

75 くーちん 宮城県 BETA X-Trainer250 M.F.M.&TNP

76 鈴木 佑治 神奈川県 ハスクバーナ FE250 ジパングハスキーとMRP

77 伊達メガネ 山梨県 KTM 250EXC tpi アニマルハウス

78 鈴木 史彦 宮城県 フサベル te250

79 高橋 吟 山形県 KTM 250EXC TPI Team月曜会IRC

80 今野 保幸 宮城県 KTM 350exc チキンレーシング宮城withMRP

81 もりー 栃木県 KTM 300EXC 左近山登山部withTNP

82 相楽 和也 福島県 ヤマハ YZ250FX ダートパラダイス

83 渡邉 敬央 宮城県 ヤマハ WR250R 渡波エンデューロ

84 鈴木 隆 福島県 yamaha yz250x
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NO. 氏名 地域 メーカー 車種名 チーム名

1 きつねこ 福島県 BETA X-trainer EBC&JOK

2 Kevin 山形県 ヤマハ WR200R

3 嵐田 裕之 福島県  ktm 125exc sixdays いわきHEY!HEY!RACING

4 高橋 功 茨城県 ヤマハ SEROW225 TEAM130

5 伊藤 秀祐 茨城県 KTM KTM200 TEAM130

6 佐藤 哲哉 福島県 ヤマハ YZ250F ダートパラダイス

7 内藤 祐輔 福島県 ヤマハ YZ125 チームJOK

8 パンツスキー 神奈川県 HONDA CRF250L 越路カレーメシ

9 木村 靖 福島県 beta rr2t Qoo Qoo モータース

10 郡司 貴通 茨城県 ベータ rr2t250 team130(登山部補欠)

11 ゴディン 宮城県 YAMAHA YZ125

12 吉荒 輝明 新潟県 HONDA ＣＲＦ２５０ＲＸ TEAM正春

13 小山 伸 福島県 ＫＴＭ 150XC-W チームJOK

14 こうた 新潟県 YAMAHA wr250f 機械研OB会

15 佐々木 祐一 宮城県 ヤマハ yz125

16 雪山に住むカモシカ 神奈川県 ヤマハ YZ250FX 吉田ジンギスカン猿ケ島支店

17 くろまめ 福島県 Beta RR2T300 ストレンジモーターサイクルwithEBC

18 ハム 福島県 ヤマハ YZ144X チームJOK＆EBC

19 兼吉 孝征 千葉県 ヤマハ ｙｚ250ｆｘ カネゴンパーティー

20 高山 勇輝 宮城県 ホンダ XR250

21 菅野 隆寛 福島県 KTM デューク　150XC-W JOK

22 田中 幸男 岩手県 ハスクバーナ TE250

23 ユーリ 宮城県 ハスクバーナ TE125 EBC

24 高橋 卓己 宮城県 beta X-Trainer250

25 鴎のジョナサン レイ 宮城県 ヤマハ YZ125X 全日本尾形連合

26 ヒデキサイトー 千葉県 シェルコ SEF-R250 ライズアンドライドレーシング（ナリトモ）

27 よっしー 千葉県 KTM 150XCW ラジエーターズ&NKG

28 しょーない 山形県 YAMAHA YZ250FX

29 土佐 文人 宮城県 ヤマハ セロー250 トレックフィールド
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NO. 氏名 地域 メーカー 車種名 チーム名

51 Ken Azuma 東京都 Beta クロストレーナー改ミニトレ250 Infragistics RACING / nkg

52 小川 英克 千葉県 YAMAHA TTRｰ125 和田屋SRC

53 すがけん 愛知県 ホンダ CRF125F ちーむ太平洋

54 宮本 孝之 茨城県 カワサキ KX100 新光パークRT

55 和田 考平 千葉県 YAMAHA TT-R125LW 和田屋SRC

56 hiro883R 埼玉県 ヤマハ XT225WES TKG with 白井ミニモトやてり会

57 つえぽん。 宮城県 HONDA YATELI100＋15 ちーむ月曜会ミニモト部

NO. 氏名 地域 メーカー 車種名 チーム名

1 AYA 千葉県 kawasaki kx-100 和田屋src

2 高橋 美千代 神奈川県 YAMAHA SEROW250 太田塾

NO. 氏名 地域 メーカー 車種名 チーム名

11 石川えいじ 埼玉県 ホンダ XR100R チーム浅草

12 近藤 有介 岩手県 ヤマハ YZ250F チームレアルエキップ

17 新沼 光 宮城県 Beta RR4T350 TeamBetaストレンジIRC

69 AD/tac 宮城県 KTM 790ADV-R ストレンジモーターサイクル

110 木村つ 埼玉県 HONDA CR250E 木村塾TOA

111 キム爺 茨城県 ヤマハ YZ250X K塾日立ゲロ部
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氏名 地域 メーカー 車種名 チーム名

◯ 千葉 郁子 宮城県 ヤマハ TTR125

◯ 門山 夏子 宮城県 シェルコ SHERCO250

◯ 細川 真二 宮城県 ベータ REB2

◯ あいき 愛知県 スズキ ジェベル200

◯ 佐藤 一貴 宮城県 ヤマハ セロー225

◯ 大野 純 宮城県 ホンダ XR250R

◯ ゆたゆた 福島県 YAMAHA YZ125XXX

◯ 永塚 拓也 宮城県 YAMAHA wr250f

◯ 木村 徹史 宮城県 カワサキ klx
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3月中旬に追加募集予定


