
エントリー速報 6月22日現在

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

01 鈴木 龍星 TEAM HAMMER ホンダ　CRF450R 埼玉

02 村野 晟弥 ジュニアライダース カワサキ/KX250 東京

05 田中 淳也 bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING ヤマハ/YZ250F 京都

06 大塚 貴斗 T.ESPORT ホンダ/CRF250R 千葉

5 小方 誠 TEAM HAMMER ホンダ　CRF450R 神奈川

9 鈴村 英喜 TEAM　HAMMER ホンダ/CRF250R 石川

15 平山 力 RC弘前＆TSFレーシング KX450 青森

18 西 元気 オートスポーツ清水 スズキ/RMZ450 神奈川

19 真野 凌輔 オートスポーツ清水 スズキ/rm-z250 神奈川

20 神田橋 瞭 Team輪生館 カワサキ/KX250 神奈川

21 浅井 亮太 bLUcRUフライングドルフィンサイセイ ヤマハ/YZ250F 京都

23 大倉 由揮 Honda Dream Racing Bells CRF450R 大阪

29 小野 千成 T.E.SPORT ホンダ/CRF450 東京

31 近藤 雄紀 Team　SBE スズキ/RMZ250 広島

32 斉藤 嵩 株式会社 TKS ヤマハ 東京

33 小笠原 大貴 Auto Brothers YAMAHA/YZ250F 埼玉

35 白石 翔也 Y'sRacing ヤマハYZ450F 北海道

36 横澤 拓夢 TKM motor sports いわて CRF250R 岩手

37 上原 巧 オートスポーツ清水 スズキ/RM-Z250 東京

38 根岸 瑞生 T.E.SPORT ホンダ/CRF250R 埼玉

44 鈴木 悠仁 YSP袋井 ヤマハ／ＹＺ２５０Ｆ 静岡

46 室井 政伸 竹沢ofc ヤマハ　yz250f 栃木

51 高師 永潤 ピュアテックレーシング カワサキ/KX250 山梨

55 佐藤 沙弐 TSF RACING&ガーディアンツリー カワサキ/KX250 青森

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

1 有山 大輝 レーシングチーム鷹 YAMAHA/YZ250F 東京

2 平塚 豪 城北ライダース カワサキ/KX250 埼玉

5 齋藤 銀汰 野田ジュニアRC ヤマハ/YZ250F 千葉

6 阿部 仁 y'sRacing ヤマハYZ250F 岩手

11 榊 流星 和木レーシングwithTeamSakurai ホンダ/CRF250R 山口

12 鈴木 大将 チームピットイン ヤマハ/yz250f 福島

15 村松 寿樹 Auto Brothers KTM/250SXF 山梨

19 原國 翼 YSP京葉 with TWISTER Racing ヤマハ/YZ250F 沖縄

22 石井 勇輝 ヤマハ/YZ250F 東京

23 千葉 蓮希 T.E.SPORT CRF250R 宮城

29 中井 皓大 team JERRY'S ヤマハ/YZ250F 奈良

33 松木  悠 マウンテンライダーズ カワサキ／kx250 大阪

36 鈴村 絆 ﾊﾞｲｶｰｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ金沢レーシング HONDA/CRF250R 石川

42 當真 弦樹 トータルサイン・フェイス ホンダ/CRF250R 沖縄

51 井上 虎汰郎 レーシングチーム鷹 ヤマハ 千葉

56 延原 由祐 Team55design GASGAS/MC250F 北海道

71 崎山 翔 CRF250R 沖縄

82 岩渕 隼士 チーム はやぶさ with Wynn's ホンダ/CRF450R 宮城県

インターナショナルオープン　ＩＡ

インターナショナルオープン　ＩＢ



ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

11 栢尾　遥大 HOUSE  ROCKERS ヤマハ/YZ250 埼玉

12 平田 蒼空 カワサキ プラザ那覇 KX250 沖縄

13 佐々木 聖 TeamYAM&ASSIST ホンダ/CRF450R 埼玉

14 住友 睦巳 bLU cRU フライングドルフィン ヤマハ　YZ125 京都

22 齋藤 啓太 bLU cRUチームピットイン ヤマハ/YZ250F 福島

23 堤 駕武斗 ヴァンサンク with Moty's カワサキ/KX250 栃木

25 村重 王介 Team YAM with LOVCA カワサキ/KX250 神奈川

71 渡部 来飛 ヤマハ/YZ250F 秋田

87 村岡 仁 bLU cRU チームピットイン YZ250F 福島

94 篠塚 一颯 アイアンテイルＭＲＳ カワサキ/KX250 千葉

222 CHARLES LATEMORE シチリレーシング ホンダ CRF450R 神奈川

310 佐藤 翔汰 高橋レーシング ヤマハ 青森

338 笹谷  野亜 高橋  レーシング ホンダ/CRF250R 青森

443 千坂 きみひろ 仙台BIKARS ヤマハ／YZ250F 宮城

971 文屋 誠 YOU SHOP 黒松 ヤマハ/YZ250F 宮城

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

24 新井 克弘 DAMIAN Club ホンダ/CRF250R 埼玉

25 高橋 和也 カワサキ/KX250F 宮城

26 蜷川 恭平 ライムグリーンRT KX250X 群馬

28 畠山 建 YOU SHOP黒松with team89 ヤマハ/YZ250F 宮城

33 高橋 快音 MXGARAGE625　with YOUSHOP黒松 ｙｚ125 宮城

45 千葉 淳 ホンダCRF250R 青森

168 中村 來惟旺 SYSRACING with HANAMAKIAUTO カワサキ/KX250 岩手

259 守 大夢 ヤマハ/YZ125 福島

358 畠山 謙治朗 BIG BOX RT ヤマハ／YZ125 岩手

379 佐々木 輝夫 ＫＸ２５０ 岩手

929 三上 大華 高橋レーシング カワサキ/KX250 青森

ナショナル

ノービス



ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

1 田中 秀征 TESPORT Jr CRF150R2 東京

5 木村 優希 TeamPowerBand カワサキ/KX85 東京

8 名島 玖龍 KAZU Racing Project ホンダ/CRF 埼玉

9 杉本 大駕 レーシングチーム鷹 YZ85 東京

10 熊谷 春輝 T.E.sport ホンダ/CRF150R 東京

11 高師 来駆 ピュアテックレーシング カワサキ/KX85 山梨

12 川上 真花 bLU cRU YSP大阪箕面 ヤマハ/YZ85LW 大阪

14 清宮 伊織 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ85 神奈川

15 室津 幹太 フライングドルフィンレーシングメイト ヤマハ/YZ85 石川

18 遠西 礼都 Y´s Racing ヤマハ/YZ85 宮城

19 瀬尾 柚姫 Team SBE スズキ/RM85L 広島

21 外間 大詩 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF150R 山梨

22 外間 匠 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF150R 山梨

37 豊村 航 Kawasaki KX85 青森

44 阿部 一斗 マウンテンライダーズClub カワサキ 北海道

55 髙木 碧 レーシングチーム鷹 YAMAHA 埼玉

58 佐々木 夢月 team B!COOL ヤマハ/YZ85LW 秋田

66 永澤 匠真 YAMAHA/YZ65 埼玉

80 水野 零埜 ヤマハ/ YZ 85LW 愛知

92 木村 健成 TSF Racing カワサキ 青森

252 芳賀 慎太郎 チームピットイン ヤマハ/YZ85 宮城

418 笠原 峻 レーシングチーム鷹 ヤマハ　YZ85 埼玉

910 工藤 博ノ介 TKM motor sports いわて ホンダ/CRF150R2 青森

926 目黒 愛翔 ハスクバーナ/TC85 東京

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

1 佐藤 光空 KAWASAKI/KX65 岩手

2 千葉 礼渡 ヤマハ/YZ65 青森

4 阿部 哲昇 マウンテンライダーズClub ヤマハ/YZ65 北海道

5 杉本 琉駕 レーシングチーム鷹 YZ65 東京

7 清宮 楓矢 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ65 神奈川

8 熊谷 夏空 T.E.sport.jr ktm65sx 東京

9 堀田 新 KTM/65SX 兵庫

23 上野 琥楠 Y's Racing ヤマハ/yz65 山形

28 萩野 雄雅 Y's Racing ヤマハ/YZ65 宮城

40 仁和 士眞 小田切レーシングクラブ ヤマハ/YZ65 青森

66 永澤 匠真 YAMAHA/YZ65 埼玉

823 目黒 結翔 メグロ シュン ハスクバーナ/TC65 東京

926 目黒 愛翔 ハスクバーナ/TC65 東京

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

3 渡辺 夕太 スズキDR-Z50 岩手

4 阿部 哲昇 マウンテンライダーズClub スズキ/DR-Z50 北海道

6 好川 翼 ぱあわくらふと スズキ/DRZ50 大阪

28 萩野 雄雅 Y's Racing スズキ/DRZ50 宮城

881 齋藤 颯天 野田ジュニアRC ヤマハ/TTR-50E 千葉

チャイルドクロスA

ジュニアクロス

キッズ65



ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

1 田中 秀征 TESPORT Jr CRF150R2 東京

2 嶋立 浩一 DAMIAN CLUB ホンダ CRF150RⅡ 栃木

04 小野 彩葉 T.E.SPORT ホンダ/CRF150RⅡ 東京

4 千葉 彩維里 五所川原第一高等学校　モトクロス部 ホンダ/CRF150R 青森

5 木村 優希 TeamPowerBand カワサキ/KX85 東京

6 木村 綾希 TeamPowerBand カワサキ/KX85 東京

7 穗苅 愛香 ヤマハ/YZ85LW 千葉

9 杉本 大駕 レーシングチーム鷹 YZ85 東京

09 濵村 いぶき T.E.SPORT CRF150 福岡

11 高師 来駆 ピュアテックレーシング カワサキ/KX85 山梨

12 川上 真花 bLU cRU YSP大阪箕面 ヤマハ/YZ85LW 大阪

13 松木 紗子 マウンテンライダーズ カワサキ／kx85 大阪

14 清宮 伊織 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ85 神奈川

18 遠西 礼都 Y´s Racing ヤマハ/YZ85 宮城

19 瀬尾 柚姫 Team SBE スズキ/RM85L 広島

20 阿部 華帆 y's Racing ヤマハYZ85 岩手

21 外間 大詩 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF150R 山梨

22 外間 匠 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF150R 山梨

24 鈴木 姫菜乃 TEAM M・１RACING ヤマハ　YZ85LW 新潟

25 岩井 典子 331RacingTeam&エムFACTORY カワサキ/KX85L 東京

29 渡辺 晴海 高橋レーシング カワサキ/KX85L 青森

37 豊村 航 Kawasaki KX85 青森

44 阿部 一斗 マウンテンライダーズClub カワサキ 北海道

55 髙木 碧 レーシングチーム鷹 YAMAHA 埼玉

58 佐々木 夢月 team B!COOL ヤマハ/YZ85LW 秋田

80 水野 零埜 ヤマハ/ YZ 85LW 愛知

92 木村 健成 TSF Racing カワサキ 青森

252 芳賀 慎太郎 チームピットイン ヤマハ/YZ85 宮城

418 笠原 峻 レーシングチーム鷹 ヤマハ　YZ85 埼玉

910 工藤 博ノ介 TKM motor sports いわて ホンダ/CRF150R2 青森

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

14 住友睦巳 bLU cRU フライングドルフィン ヤマハ　YZ125 京都

237 藤堂 豪 湘南シニアライダース ヤマハ/YZ125 神奈川

2st オープン

オープン85


