
No.1

平成32年1月18日

ゼッケン 氏　名 チーム名 参加車両 都道府県

1 遠藤　健太郎 FUAC 250EXC-F 愛媛県

2 大塚　正樹 ちんぱんG EXC 岡山県

3 福田　直紀 CRF250R 岡山県

4 山口　竜之介 a Bullet セロー225 香川県

5 澤田　隼人 バイク玉 SX125 高知県

6 高田　将人 XR250 愛媛県

7 森　晴夫 フリーライド250 広島県

8 森本　修司 セロー250 岡山県

9 島崎　敦雄 KLX250 高知県

10 坂井　信之 チンパンG CRF100 岡山県

11 山本　オサム 黒潮工業 KTM125 高知県

初級クラス



No.2

ゼッケン 氏　名 チーム名 参加車両 都道府県

20 佐藤　英樹 HOT-M Racing 250EXC 岡山県

21 尾﨑　正典 ハシモトレーシング YZ250X 兵庫県

22 モトック？？コージ 5D トリプル？？コージ CRF250RX 広島県

2 大塚　正樹 ちんぱんG EXC 岡山県

3 福田　直紀 CRF250R 岡山県

8 森本　修司 セロー250 岡山県

23 坂本　直樹 チームダートマップ TE125 高知県

24 余谷　侑耶 KTM福山うず潮レーシン
グ

250EXC TPI 岡山県

25 笹本　英樹 チームガンスターレ YZ125 愛媛県

26 山崎　弘樹 バイク玉 CRF250X 香川県

27 澤本　和記 バイク玉 ランッツァ 高知県

28 小林　仁 ダートマップ TZ250E 高知県

29 野川　譲治 白猫 CRF250X 高知県

29 岡　伸郎 丸芳建設 トリッカー 広島県

30 田中　将夫 シルバラード RR2T250 京都府

31 伊藤　海人 FUNAI RACING セロー250 東京都

32 笠原　潤
JUNDURO　ENDURANCE

TEAM クロストレーナ 徳島県

33 松村　拓也 CR125R 岡山県

34 朝倉　幸一 T・A・R XR230 愛媛県

35 高部　充陽 ヒスキーレーシング CRF150 徳島県

36 野崎　晃 八塔寺老人倶楽部 婦人部 シェル子たん 岡山県

37 丸山　貴宏 WR250F 愛媛県

38 大坂　直輝 シロネコ YZ250F 高知県

39 吉田　浩 T・A・R YZ125X 愛媛県

40 堀見　卓 白猫 DT230 高知県

中級クラス



No.3

　



No.4

ゼッケン 氏　名 チーム名 参加車両 都道府県

50 丸岡　淳司 ガッツレーシング beta 高知県

51 藤井　裕之 ガッツレーシング beta 高知県

52 依光　凌  高知県

20 佐藤　英樹 HOT-M Racing 250EXC　TPI 岡山県

21 尾崎　正典 ハシモトレーシング YZ250X 岡山県

53 松村　正明 ハシモトRC ふるずんず YZ250FX 兵庫県

54 毛利　雅一
チームテクニカル＆パーク神

戸
YZ125X 兵庫県

55 月原　邦浩 のりずンず TE250i 兵庫県

56 梶川　治 徘徊中 YZ250X 広島県

57 柳瀬　勝正 のりずンず YZ125X 兵庫県

58 久保山　満生 八塔寺老人倶楽部　青年部 TE250 岡山県

59 井本　滉一郎 エデン＆シルバラード YZ250X 滋賀県

60 井村　哲久 のりずンず+ハシモトレーシング YZ144X 大阪府

61 新田　俊一 2nd life shinko WR250F 広島県

62 末永　竜治 大前組 シルバラード YZ250X 京都府

63 植田　耀介 エデン組 YZ250 京都府

64 阿部　雄大 FUNAI RACING/(YmY) 150XC-W 神奈川県

32 笠原　潤
JUNDURO　ENDURANCE

TEAM クロストレーナ 徳島県

65 久保田　和彦 シルバラードモッキンキン KTM250EXC 岡山県

36 野崎　晃 八塔寺老人倶楽 婦人部 シェル子たん 岡山県

66 斎藤　恭一 のりずンず YZ125X 岡山県

67 藤川　洋文 やれきったあるみやや TM250EN 広島県

68 伊藤　亨 八面山 CR125R 愛媛県

69 原　真也 YZ250X 大阪府

上級クラス



No.5
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