
クラス NO 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 第4ライダー 第5ライダー 第6ライダー チーム名 メーカー 車両 タイヤ Pit

マルチ250 1 入谷  安紀 小野  靖 中野  博次 青山  潤 中野  大輔 佐藤  恭亮 ＧｒｅｅｎＳｐｏｒｔｓ Kawasaki ZXR250R BS 7

シングル250 7 宇川  徹 池田  智巳 薮  星之介 能津  邦洋     Ｔｅａｍ　Ｈ．Ｒ．Ｃ． Honda CBR250R DL 0

ツイン250 8 江口  忠征 山下  浩司 鷲見  洋介 小峰  猛彦 入江  高伸 江口  兼慎 ｔｓ－ＦＡＲＭ＋ＢＲＡＩＮＳ Yamaha YZF-R25 BS 7

シングル250 9 木下  憲享 栁  征宏 永島  潤太郎 小柳  修 大山  洋二 山下  広 きの屋んとＹＧコーポレーション Honda CBR250R DL 2

シングル250 11 丹下  好一 藤島  翔太 田村  隆史       Ｔｅａｍ　Ｈ．Ｒ．Ｃ Honda CBR250R DL 0

ツイン250 16 山口  聡 岡別府  成幸 岡山  正人       Ｋ－Ｆｒｅａｋ Kawasaki Ninja250 DL 8

シングル250 18 河野  雅之 清田  信二 荒木  洋平 白井  麻衣     大塚ロードサービスＢＲＡＩＮＳ Honda CBR250R DL 6

シングル250 21 中村  碧維 中野  敏和 井手  大樹       高良山の愉快な仲間たち Honda CBR250R BS 11

シングル250 22 川尻  亜梨沙 小川  剣司 沼田  雅史 室井  康明     Ｗａｓｔｅ　Ｌａｂｏｒ Honda MC41 DL 10

ツイン250 31 大場  武文 佐土原  太志 池上  秋彦       佐土原内装工業 Kawasaki ZZR250 ＢＳ 11

シングル250 39 野中  英雄 藤原  啓恭 古賀  真一 藤田  巧     番長＋愉快な仲間達（藤田商会） Kawasaki Ninja250SL PI 1

ツイン250 43 谷本  翔 佐藤  彩香 辻ノ上  大輔 志垣  良太 菅  洋平   野菊＋のあん姫 Yamaha YZF-R25 3

マルチ250 44 大西  顕 氏家  崇博 山﨑  真司 東  晉一郎 伊藤  尚幸   野菊Ｒ＋ＭＡＲＶＥＲＲＩＣ Suzuki GSX250S刀 PI 3

シングル250 46 山中  宏之 山中  雄登 中村  丈士 日髙  天将 山口  和希   ＲＳＧ×ライフ×バリカタＡＳ永松 Honda CBR250R BS 9

ツイン250 78 山口  駆 有村  皓介 長井  晃太郎       ｔｅａｍ　ＫＲＰ Honda CBR250RR DL 8

ツイン250 84 柴田  達哉 松尾  泰志 松原  裕貴       Ｔｅａｍ　Ｄ．Ｄ．ＢＯＹＳ Honda CBR250RR DL 10

シングル250 91 野村  博史 竹本  浩一郎 北村  武志 紫垣  雄一     ＭＡＲＶＥＲＩＣ☆ＲＡＣＩＮＧ Honda CBR250R PI 4

ツイン250 94 木戸  翔太 中尾  健治         Ｒ＆Ｔサークル・ＹＳＰ宇部 Yamaha ＹＺＦ－Ｒ２５ MI 5

マルチ250 213 原田  晶雄 南條  ノビー 末富  善博       Ｔｅａｍ大工と電気屋と板金屋 Suzuki バンディット２５０Ｖ ＤＬ 5

ツイン250 310 小城  晋二 山路  勝久 新木  信裕       SBSサトウ　負けんばい人吉球 Honda ＣＢＲ２５０ＲＲ DL 12

マルチ250 834 嶋﨑  康史 菅  隆広 森下  健一 中村  一洋 廣瀬  新治   ＲｉｄｅｗｉｔｈＤｏｃｔｏｒ Honda ＣＢＲ２５０ＲＲ DL 13

シングル ９チーム ツイン ８チーム マルチ ４チーム

S250火の国7時間耐久レースエントリーリスト

合計21台


