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ゼッケン ■第1ﾗｲﾀﾞｰ氏名 登録県 区分 ■第2ﾗｲﾀﾞｰ氏名 登録県 区分 ■第3ﾗｲﾀﾞｰ氏名 登録県 区分 ■第4ﾗｲﾀﾞｰ 登録県 区分 ﾁｰﾑ名 車両ﾒｰｶｰ ﾓﾃﾞﾙ名 年式 排気量 ﾀｲﾔﾒｰｶｰ

【B１】 2 久我　剛仁 千葉 国内 岡田　信幸 千葉 国内 古川　透 国内 後藤　佑介 東京 国内 ２りんかんR.T YAMAHA YZF-R1 2000 998 MZ
【B１】 3 立本　和也 東京 国内 伊津野　直也 東京 国内 松田　平 東京 国内 柿原　裕介 東京 国内 キトキトRT　わらはんど HONDA CBR600F4I 2001 600 BS
【SS】 5 根本　秀明 福島 国内 深谷　薫広 福島 国内 尾股　正央 福島 国内 カスタムR&M2 SUZUKI GSX-R1000 2001 988 PI
【B1】 7 市村 真太郎 栃木 国内 小室良友 栃木 国内 田中健樹 栃木 国内 たけのこ族 HONDA CBR600F4i 2001 600 BS
【B1】 8 堂脇 昌一 神奈川 国内 西 孝夫 埼玉 国内 村田 睦 神奈川 国内 SETUP＋東海大＋威風堂RS HONDA CBR600RR 2009 600 MI
【SS】 10 神永　暁 栃木 国内 丸山　浩 東京 国際 中根　裕 神奈川 国内 中村　道一 東京 国内 WITH　ME　RACING HONDA CBR1000RR 2006 998 BS
【B2】 12 武内　行司 千葉県 国内 尾張　恵介 千葉県 国内 矢嶋　幸夫 千葉県 国際 ﾘｱﾘﾃｨｰMPﾔｼﾞﾏRT SUZUKI TL1000R 1998 996 DL
【SS】 15 石崎　直樹 神奈川 国内 石田　篤典 東京 国内 丹野　善一 沖縄 国内 G-Tribe&FAT Garage&Last Fort SUZUKI GSX-R1000 2001 BS
【SS】 16 青鹿　和悦 埼玉 国内 山口　慎司 栃木 国内 岩﨑　敦 東京 国内 ごみ教BDR・BLR・ワコーズ YAMAHA YZF-R1 2002 1000 PI
【SS】 19 加藤　秀峰 東京 国内 菅野　貴 東京 国内 馬渕　一 静岡 国内 佐野　潤一 静岡 国内 浜松エビスM、FCB＆ＲＣ３０ HONDA CBR954RR 2002 954 MZ
【A1】 20 西川 聡一 静岡 国内 斉藤佳昭 埼玉 国内 塚越健一 神奈川 国内 笈田幹則 神奈川 国内 GSF-ML源野組Ｒａｃｉｎｇ SUZUKI GSF1200 1995 1156 MI
【SS】 22 西村　栄治 神奈川 国内 香川　茂樹 神奈川 国内 篠崎　正勝 神奈川 国内 芹澤　和広 東京 国内 e'FREAKS加齢NA SUZUKI GSX-R1000 2005 1000 BS
【SS】 24 佐々木　幸弘 茨城 国内 遠藤　弘一 栃木県 国内 伊藤　勇樹 千葉県 国際 2りんかんＲＴ＆ＤＦＲ YAMAHA YZF-R1 2009 998 DL
【SS】 25 高根沢　陽一 神奈川 国内 村上　司 神奈川 国内 吉岡　俊也 埼玉 国際 友野　哲男 東京 国内 ﾘﾘｶＡＭＥＮＡ＆ＪＵＭＢＯ SUZUKI GSX-R1000 2007 1000 DL
【SS】 27 酒井昌志 茨城 国内 野口聡司 栃木 国内 染谷太一 茨城 国内 F商会＆ﾘ－ﾝｳｨｽﾞＲＴ+七輪 SUZUKI GSX-R1000 2009 1000 BS
【B１】 30 五十嵐　聡 福島 国内 大森　和夫 千葉 国内 宇川　徹 千葉 国際 RC30&BLUE EYES HONDA RC30 VFR750R 1987 746 MI
【SS】 33 見付　式弥 東京 国内 小池　康嗣 東京 国内 本間　隆之 神奈川 国内 ｵｰﾄｼｮｯﾌﾟﾎﾝﾏと仲間たち SUZUKI GSXR-1000 2009 999 BS
【B2】 37 長島　均 千葉 国内 諸貫　義康 埼玉 国内 高梨　浩司 千葉 国内 萩原　康弘 千葉 国内 フリーウェイ　＋　アプリリア ｱﾌﾟﾘﾘｱ RSV1000R 2004 999 PI
【A2】 52 石川秀行 埼玉 国内 金子　博雄 国内 磯部充利 東京 国内 玉井知康 東京 国際 ﾄﾞｶﾃｨ東名横浜ｷｽﾞｷRT DUCATI 1098S 2008 1098 PI
【SS】 67 舟橋　潤 神奈川 国内 八木　均憲 東京 国内 仲田　宗隆 東京 国内 青木　淳 東京 国内 ライディングスポーツ＆ファイヤー YAMAHA YZF-R1 2007 998 BS
【SS】 70 吉井　秀美 栃木 国際 河本　直之 東京 国際 木村　泰善 神奈川 国内 後明　和樹 栃木 国内 リリカＡＭＥＮＡ＆JUMBO SUZUKI GSX-R1000 2007 999 DL
【A1】 76 岩谷　雄悦 神奈川県国内 足立　康幸 神奈川県国内 宍戸　孝章 神奈川県国内 渡辺　英一 神奈川 国内 Derudanz 軒下ＭＣ KAWASAKI GPZ1100 95 1052 PI
【SS】 77 神崎　寛人 神奈川 国内 角　譲 東京 国内 金澤　邦昭 東京 国内 横田　隆 千葉 国内 RISKY RT SUZUKI GSX-R1000 2007 999 BS
【B2】 78 太田　智之 東京 国内 内澤　敏夫 東京 国内 内澤　宏之 神奈川 国際 ＣｏｍｐｕｓＲｏａｄＲａｃｉｎｇ HONDA VTR1000SP-1 2000 999 MI
【C】 89 益田　吾一 大阪 国内 亀井　健一郎 神奈川 国内 大橋　明人 愛知 国内 後方排気友の会 YAMAHA TZR250後方排気 1989 249 DL
【C】 94 納見　孝 埼玉 国内 鈴木　収 埼玉 国内 立石　数一 東京 国内 彩球軍団ワークス☆AW＆DDR HONDA VFR400 399 MZ

【B1】 95 上田隆仁 山梨 国内 中澤　孝之 埼玉 国内 落合　勝 山梨 国際 BOON！Companion！ YAMAHA ＹＺＦ-Ｒ6 2008 600 PI/MZ
【B1】 96 砂邊　雅史 神奈川 国内 髙澤　孝幸 神奈川 国内 広川　和義 神奈川 国内 広川モータースPEAKY-1 YAMAHA YZF-R1 2001 990 DL
【C】 118 加瀬　二朗 埼玉 国内 佐野 英明 東京 国内 堀江　範道 埼玉 国内 藤本　靖彦 埼玉 国内 ASUNARO DC &DATZ ASUNARO YANDA 450F 2007 450 PI

【SS】 123 堀川　浩二 神奈川 国内 内山　将也 東京 国内 木村　重夫 千葉 国内 Ｐｏｌｅｓｔａｒ　RT SUZUKI GSX-R1000 2007 999 BS
【A2】 135 小川　順司 東京 国内 鶴岡　一弥 千葉 国内 武藤　昇 東京 国内 近藤　薫 静岡 国内 Ｔｒａｓ＆ｅｌｆ　Racing BMW HP2Megamoto 2007 1200 BS
【A2】 137 河村　聡巳 東京 国内 小倉　孝則 神奈川 国内 八木原　昇 群馬 国内 チーム　モトパーク BMW R1200S 2006 1160 BS
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