
ビギナー３３台

ゼッケンエントリー名（リスト掲載名） チーム名 エンデューロ参加クラス エンデューロ　出走車両 エンデューロ参加　人数

1 木村前期 小山光線 エンデューロ ビギナー XR250 1名

2 鈴木ガンマ 小山光線 エンデューロ ビギナー SL230 2名

木村後期

4 握力20 長岡技大二輪部 エンデューロ ビギナー 250EXC 1名

6 大谷侑生 長岡技大二輪部 エンデューロ ビギナー XLR250R 1名

8 むーさん 長岡技大二輪部 エンデューロ ビギナー TTR125 1名

17 きらら キクチモータースfrom攻学院 エンデューロ ビギナー RM125 1名

18 落単王@留年確定 Re:ゼロから始める大学生活 エンデューロ ビギナー YZ250F 1名

20 大谷拓馬 長岡技大二輪部 エンデューロ ビギナー セロー250 1名

23 長谷川 長岡技大二輪部 エンデューロ ビギナー RM85 1名

26 にゃご太郎 中年オフローダー エンデューロ ビギナー beta X-TRAINER 1名

34 ガーシー GARAGE88 エンデューロ ビギナー crf125f 1名

35 はち GARAGE88 エンデューロ ビギナー DR250 1名

37 ﾐﾆｷｬﾌﾞ子 豊橋技科大二輪部 エンデューロ ビギナー xcw150 1名

39 おっしー 千葉工業大学OB エンデューロ ビギナー CRF250R 1名

40 信州大学モーターサイクル部 ポークビッツ エンデューロ ビギナー KDX125 1名

41 hyde エンデューロ ビギナー 1名

43 新家海斗 豊橋技科大二輪部 エンデューロ ビギナー 未定 1名

47 なみさん 信州大学モーターサイクル部 エンデューロ ビギナー cr125r 1名

52 ozk 豊橋技科大二輪部 エンデューロ ビギナー 1名

53 信州大学モーターサイクル部 エンデューロ ビギナー XCR200 1名

54 初心者ライダーニシノ ボッチーズ エンデューロ ビギナー CRF250Rの予定　「KX100に変わるかも」1名

55 フミト 豊橋技科大二輪部 エンデューロ ビギナー sx125 1名

56 KIT-CCバイク班 KIT-CC エンデューロ ビギナー YZ125 2名

KIT-CC

61 もう社会人 よちよち倶楽部 エンデューロ ビギナー ttr125 1名

62 マエダです マエダですよ？ エンデューロ ビギナー YZ85 1名

65 岩本凪都 京都先端科学大学二輪部 エンデューロ ビギナー crf125f 1名

66 長瀬 聡真 京都先端科学大学二輪部 エンデューロ ビギナー KX85 1名

67 ムラヤマ・タイチ 京都先端科学大学二輪部 エンデューロ ビギナー CRF125f 1名

69 西村捷 京都先端科学大学二輪部 エンデューロ ビギナー rm-z250 1名

73 上本光翔 京都先端科学大学二輪部 エンデューロ ビギナー yz125x 1名

74 赤松龍弥 豊橋技科大二輪部 エンデューロ ビギナー 1名

77 藤田竜生 京都先端科学大学二輪部 エンデューロ ビギナー rm-z250 1名

78 ごとぅ 豊橋技大二輪部 エンデューロ ビギナー 1名

エンジョイ１７台

3 彼氏を恨みますの人 ICEL エンデューロ エンジョイ YZ125X 1名

10 一之瀬　稔 東京大稲門早大TC エンデューロ エンジョイ CR/RM 1名

11 ヲトコ エンデューロ エンジョイ TC105 1名

13 ガラケーの田邊 内燃機関研究部 エンデューロ エンジョイ TE250 1名

22 さとたく 長岡技大二輪部 エンデューロ エンジョイ kdx220sr 1名

24 もなか 豊橋技科大二輪部 エンデューロ エンジョイ CRF125F 1名

33 ムシキング GARAGE88 エンデューロ エンジョイ yz250 1名

38 サカイ 豊橋技科大二輪部 エンデューロ エンジョイ YZ125 1名

42 デカヤマ 卍丸を囲む会 エンデューロ エンジョイ KX250 1名

45 けんたうろす CITMC OB エンデューロ エンジョイ RR2T250 1名

46 スミノ(フ) 卍丸を偲ぶ会 a.k.a.金工大OB エンデューロ エンジョイ RM-Z250 1名

49 エドモンド本田 豊橋技科大二輪部 エンデューロ エンジョイ RM-Z450 1名

50 ひととせ 東京工芸大学 エンデューロ エンジョイ セロー225 1名

51 デーモン小暮閣下 エンデューロ エンジョイ DJEBEL 200 1名

60 ヨースケ citmc_ob エンデューロ　 エンジョイ yz250f 1名

68 ｱｼｹﾝ 信州大学 エンデューロ エンジョイ CR125R 1名

72 木下裕介 日大NAPA エンデューロ エンジョイ KTM250EXC 1名

ＥＸ２３台

5 おぼ 長岡技大二輪部 エンデューロ EX 200EXC 1名

9 田口晴輝 ICEL エンデューロ EX TE125 1名

12 坂本 一 チーム 坂本 エンデューロ EX CRF250R 1名

14 めんつゆ MNCTラーメン部 エンデューロ EX YZ250SDGs 1名

15 きむにぃ 豊橋技科大二輪部 エンデューロ EX YZ250X 1名

16 イゴリカワ 内燃機関研究部OB 〜with和田屋SRC(仮)〜エンデューロ EX YZ125X 1名

19 FUKUHARAハゲチャビン之助二郎 ICEL OFF ROAD エンデューロ EX crf125f 1名

21 安齋建人 ICELオフロード エンデューロ EX yz125x 1名

25 タツヤ ウェビックオフロード部　チームマイペースエンデューロ EX TE250 1名

27 Aじま 長岡技大二輪部OB エンデューロ EX TE250 1名

28 しゅーせー 長岡技大　二輪部 エンデューロ EX RM125 1名

29 ゆみと 豊橋技科大二輪部 エンデューロ EX CRF450RX 1名

30 ニッシー 豊橋技科大二輪部 エンデューロ EX EC250 1名

31 ハラエモン 豊橋技科大二輪部 エンデューロ EX yz125x 1名

32 BOSCH 元帥 スカラファージオレーシング エンデューロ EX YZ250FX 1名

126 おじゃ 千葉工業大学OB エンデューロ EX KX450 1名

57 蜷川 恭平 ライムグリーンRT エンデューロ EX KX250 1名

76 久保まなファンクラブ会長 久保まなファンクラブ エンデューロ EX KX250 1名

59 はる チーム坂本 エンデューロ EX CRF450R 1名

63 尾坂昌紀 長岡技大OB エンデューロ EX 250EXC 1名

70 せんとくんの信者 KIT-CCOB's エンデューロ EX YZ250FX 1名

71 産廃ジェネ ジャンクロード エンデューロ EX XLR230R 1名

79 team-JMOS&二輪部OB 二輪部OB エンデューロ EX CRF250R 1名



ビギナー３３台

ゼッケン エントリー名（リスト掲載名） チーム名 スプリント参加クラス スプリント　出走車両

1 木村前期 小山光線 スプリント ビギナー XR250

2 木村後期 小山光線 スプリント ビギナー SL230

4 握力20 長岡技大二輪部 スプリント ビギナー 250EXC

6 大谷侑生 長岡技大二輪部 スプリント ビギナー

8 むーさん 長岡技大二輪部 スプリント ビギナー TTR125

11 ヲトコ スプリント ビギナー TC105

17 きらら キクチモータースfrom攻学院 スプリント ビギナー RM125

18 落単王@留年確定 Re:ゼロから始める大学生活 スプリント ビギナー YZ250F

20 大谷拓馬 長岡技大二輪部 スプリント ビギナー セロー250

23 長谷川 長岡技大二輪部 スプリント ビギナー RM85

24 もなか 豊橋技科大二輪部 スプリント ビギナー

34 ガーシー GARAGE88 スプリント ビギナー crf125f

35 はち GARAGE88 スプリント ビギナー DR250

37 ﾐﾆｷｬﾌﾞ子 豊橋技科大二輪部 スプリント ビギナー xcw150

40 信州大学モーターサイクル部 ポークビッツ スプリント ビギナー KDX125

41 hyde スプリント ビギナー

43 新家海斗 豊橋技科大二輪部 スプリント ビギナー 未定

47 なみさん 信州大学モーターサイクル部 スプリント ビギナー CR125R

50 ひととせ 東京工芸大学 スプリント ビギナー セロー225

52 ozk 豊橋技科大二輪部 スプリント ビギナー

54 初心者ライダーニシノ ボッチーズ スプリント ビギナー CRF250R

55 フミト 豊橋技科大二輪部 スプリント ビギナー sx125

56 KIT-CCバイク班 KIT-CC スプリント ビギナー yz125

58 そー 千葉工大 二輪部 スプリント ビギナー YZ250F

61 もう社会人 よちよち倶楽部 スプリント ビギナー ttr125

62 マエダです マエダですよ？ スプリント ビギナー YZ85

65 岩本凪都 京都先端科学大学二輪部 スプリント ビギナー crf125f

66 長瀬 聡真 京都先端科学大学二輪部 スプリント ビギナー KX85

67 ムラヤマ・タイチ 京都先端科学大学二輪部 スプリント ビギナー CRF125f

69 西村捷 京都先端科学大学二輪部 スプリント ビギナー rm-z250

72 木下裕介 日大NAPA スプリント ビギナー KTM250EXC

74 赤松龍弥 豊橋技科大二輪部 スプリント ビギナー

78 ごとぅ 豊橋技大二輪部 スプリント ビギナー

エンジョイ２５台

3 彼氏を恨みますの人 ICEL スプリント エンジョイ YZ125X

5 おぼ 長岡技大二輪部 スプリント エンジョイ 200EXC

9 田口晴輝 ICEL スプリント エンジョイ

13 ガラケーの田邊 内燃機関研究部 スプリント エンジョイ TE250

14 めんつゆ MNCTラーメン部 スプリント エンジョイ YZ250SDGs

15 きむにぃ 豊橋技科大二輪部 スプリント エンジョイ YZ250X

16 イゴリカワ 内燃機関研究部OB 〜with和田屋SRC(仮)〜 スプリント エンジョイ YZ125X

19 FUKUHARAハゲチャビン之助二郎 ICEL OFF ROAD スプリント エンジョイ crf125f

21 安齋建人 ICELオフロード スプリント エンジョイ yz125x

22 さとたく 長岡技大二輪部 スプリント エンジョイ kdx220sr

25 タツヤ ウェビックオフロード部　チームマイペース スプリント エンジョイ TE250

27 Aじま 長岡技大二輪部OB スプリント エンジョイ TE250

28 しゅーせー 長岡技大　二輪部 スプリント エンジョイ RM125

33 ムシキング GARAGE88 スプリント エンジョイ yz250

38 サカイ 豊橋技科大二輪部 スプリント エンジョイ YZ125

39 おっしー 千葉工業大学OB スプリント エンジョイ CRF250R

44 てんま スプリント エンジョイ kx100

45 けんたうろす CITMC OB スプリント エンジョイ RR2T250

46 スミノ(フ) 卍丸を偲ぶ会 a.k.a.金工大OB スプリント エンジョイ RM-Z250

49 エドモンド本田 豊橋技科大二輪部 スプリント エンジョイ RM-Z450

51 デーモン小暮閣下 スプリント エンジョイ DJEBEL 200

60 ヨースケ citmc_ob スプリント エンジョイ yz250f

63 尾坂昌紀 長岡技大OB スプリント エンジョイ 250EXC

68 ｱｼｹﾝ 信州大学 スプリント エンジョイ CR125R

73 上本光翔 京都先端科学大学二輪部 スプリント エンジョイ yz125x

77 藤田竜生 京都先端科学大学二輪部 スプリント エンジョイ rm-z250

ＥＸ１６台

12 坂本 一 チーム 坂本 スプリント EX CRF250R

29 ゆみと 豊橋技科大二輪部 スプリント EX CRF450RX

30 ニッシー 豊橋技科大二輪部 スプリント EX EC250

31 ハラエモン 豊橋技科大二輪部 スプリント EX yz125x

32 BOSCH 元帥 スカラファージオレーシング スプリント EX YZ250FX

126 おじゃ 千葉工業大学OB スプリント EX KX450

42 デカヤマ 卍丸を囲む会 スプリント EX KX250

7 アラサー戦士クス Team SSC with 千葉工業大学二輪部OB スプリント EX RMZ250

57 蜷川 恭平 ライムグリーンRT スプリント EX KX250

76 久保まなファンクラブ会長 久保まなファンクラブ スプリント EX KX250

59 はる チーム坂本 スプリント EX CRF450R

70 せんとくんの信者 KIT-CCOB's スプリント EX YZ250FX

71 産廃ジェネ ジャンクロード スプリント EX XLR230R

75 大学職員K 信州大学モーターサイクル部の顧問チーム スプリント EX CR250R

79 team-JMOS&二輪部OB 二輪部OB スプリント EX CRF250R

街乗り１３台

ゼッケン エントリー名（リスト掲載名） チーム名 街乗り参加クラス 街乗りクラス　出走車両

1 木村前期 小山光線 参加 キックスクーター

2 鈴木ガマン 小山光線 参加

17 きらら キクチモータースfrom攻学院 参加 VFR400R

18 落単王@留年確定 Re:ゼロから始める大学生活 参加 CBR250RR

30 ニッシー 豊橋技科大二輪部 参加 NSR50

40 信州大学モーターサイクル部 ポークビッツ 参加 キックバイク

47 なみさん 信州大学モーターサイクル部 参加 自転車

58 そー 千葉工大 二輪部 参加 ジョグ

62 マエダです マエダですよ？ 参加 レッツ2

67 ムラヤマ・タイチ 京都先端科学大学二輪部 参加 キックスクーター

69 西村捷 京都先端科学大学二輪部 参加 スーパーカブ90

77 藤田竜生 京都先端科学大学二輪部 参加 セピアZZ

80 木村後期 小山光線 参加


