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クラスⅠ 9台
ゼッケン チーム名 Ａドライバー Ｂドライバー Ｃドライバー Ｄドライバー Ｅドライバー Ｆドライバー Ｇドライバー Ｈドライバー エンジン
18 HondaCars 栃尾 with PG 吉⽥ 綜⼀郎 高橋 純子 ⼩林 天翔 山本 真 GX200SP
27 カミン・チームベア 高橋 光春 ⽥中 敏久 松井 茂樹 山北 芳久 GX200SP
28 チャレンヂ・チームベア 中村 敬佳 ⽥中 克久 ⻑南　潤 ⻘⽊ 諒 GX200SP
34 つくば⾃動⾞整備専門学校 ⻫藤 誠 鈴⽊ 智志 佐藤 柊耶 細谷 修平 間中 裕司 MZ200
84 HKR-A 中野 広策 弦間 考弘 海野 暁央 押⽥ 祐希 GX200SP
97 クラブ・レーシング・トロワ 伊藤 毅 福島 佳苗 ⼩山 浩史 石原 洋道 GX200
125 BLUE EYES K 鈴⽊ 達夫 ⻑谷川 貴 保⽊ 政彦 GX200SP
202 team B&S-J 髙⽊ 正 脇本 圭介 杉守 翔平 大須賀 慶秀 B&S_LO206
282 ニッパツカートCLUB・チーム　ベア 増⽥ 富光 古澤 優暢 伊藤 孝嘉 佐藤 ⻯介 岡部 ⼀樹 三枝⽊ 雄太 譲原 広貴 GX200SP

クラスⅡ 109台
ゼッケン チーム名 Ａドライバー Ｂドライバー Ｃドライバー Ｄドライバー Ｅドライバー Ｆドライバー Ｇドライバー Ｈドライバー エンジン
2 OBK Motorsports 松本 高幸 堤 優威 岡⽥ 和家 増尾 佑也 高橋 知己 KX21
3 Team イケ麺 Racing 佐藤 秀樹 宗村 智之 ⼩島 允裕 進藤 淳之介 KX21
4 K.R.R 大村 和生 蔦 佳佑 高山 浩 五⽉⼥ 和寛 GX270
5 MIC KARTING 伊東 直昭 伊東 秀真 ⽑利 政寛 奈倉 健⼆ 近藤 雄志 ⽴山 信⼀ KX21
6 ティーチャー＆サラリーマン 諏訪 健⼀郎 古屋 陽⼀ 角⽥ 芳秋 GX270
7 TOUSOU RS 横尾 敦 ⽊賊川 徹 稲川 遼太 KX21
8 TOUSOU　RS２ 満平 麻美 志⽥ 敏 鈴⽊ 和彦 越谷 勇⼀ KX21
9 ｄｄｄ 佐久間 幸雄 白井 大 ⽥邉 翔 野澤　健 KX21
10 チームFBレーシング 塩⽥ 啓貴 三橋 賢 島原 ⻯司 KX21
11 Scuderia LCT 下舘 隆介 佐藤 択 神⽥ 正広 森⽥ 将 GX270
12 負けラーレン・本多 ⾦子 秀昭 徳橋 典明 佐藤 正雄 GX270
14 高根沢オートクラブ★OBチーム 中野 武 佐藤 利正 ⼩⻄ 将貴 松本 拓也 倉持 徹郎 GX270
15 ボンバーレーシング r-kart 伊藤 亮 横井 健汰 石原 光 新村 拓也 KX21
16 TEAM　G・J・C ⼩池 誠⼀ ⻫藤 祥崇 佐藤 要 B&S_WF
17 KEIHIN MARIO RT 開発 政隆 荒井 美智泰 笹沼 宣之 ⻑嶋 航平 KX21
19 杉村塾 井出 将崇 澤崎 駿佑 ⻫藤 嶺 ⼩山 出 GX270
20 Super Chips Dream 宇⽥川 英明 大崎 甲斐 遠山 健斗 GX270
21 俺らレーシング 遠藤 洋寿 松⽥ 友子 八⽊澤 和稔 GX270
22 レッドマムシ　ビレルパシフィック　NRT 永⽥ 郷 佐藤 孝洋 深瀬 忠秀 高柳 健 庄司 円香 野中 誠太 GX270
23 U1-WORKS with B 泉 秀吾 ⼩川 ⼀哉 湯⽥ 剛史 野間　⼀ GX270
24 FC Speed 三ツ橋 秀樹 山⽥ 勇輝 菊永 雄斗 秋山 博志 板垣 勝吾 中野 晴太 GX270
25 racer racer ACCEL 城所 和弘 塙 隆広 伊藤 憲⼀ 福⽥ 淳 KX21
26 RISE遊心products！ 中村 嘉之 和⽥ 則彦 ⼩川 邦幸 ⽊野内 敏之 KX21
29 ぽっチャーリー 鈴⽊ 祐之 柴原 祥吾 中村 充 向野 翔 大熊 敏之 KX21
30 カローラ新茨城~REON  KIDS~2 石川 誠 中村 仁 瀧原　翼 GX270
31 3%CLUB@GEN 野⼝ 隆利 鈴⽊ 美知代 堤 健⼀ 岡崎 五朗 藤島 知子 早川 佐⼆郎 KX21
32 ROSSO@GEN 安藤 陽彦 井出 有治 太⽥ 光紀 KX21
33 チームエムズ 中村 範典 川北 秀夫 ⻄村 満之 KX21
35 パワークラスター　K3レーシング 三枝 佳史 三枝 佳五 松本 純 GX270
36 K-E POWER WORKS 森本 政⼀ 茂手⽊ 孝 山⽥ 瞳 齋藤 麗 KX21
37 TeamKRS-DAI&MKS 堀 亮太 ⽥嶋 尚之 清水 栄星 塚⽥ 宗政 KX21
38 TeamKRS-DAI&MKS 永井 茂樹 佐々⽊ 賢⼀ 國分 祥平 阿部 遥 KX21
39 U1-WORKS with K 飯⽥ 岬 土上 宏 ⻫藤 祐⼀ 中村 茉桜 KX21
40 タートルボンバーwithウィングベル 諏訪 祥雄 鈴⽊ 昇 丹⽻ 翼 古⽥土 成樹 荻原 友美 安納 康栄 水野 道雄 GX270
41 KAI Speed 林 丈司 貝瀬 泰士 梅澤 由憲 KX21
42 NOB Speed by KBF 佐藤 宣雄 増⽥ ⼀男 森川 博貴 KX21
43 BOO FOO SETSU 大堀 佳祐 額賀 和也 後藤 比東至 石川 建⼆ KX21
44 Funny onza 菅野 武久 関 直之 佐藤 栄治 高橋 幸栄 山⽥ ⻯平 KX21
46 SRKT ⽜若 聡 伊藤 隆洋 榎本 和男 杉原 顕 江原 健太 ⽊内 紀之 市川 哲也 後藤 航 KX21
47 チームわいわいM2ｔ 安原 三義 山⼝ 浩 磯野 正典 福地 徹 臼井 仙好 臼井 邦仁 KX21
50 50's@⻘山 宇塚 吉幸 児島 康弘 篠原 茂樹 山⼝ 隆男 川合 千裕 江刺家 大悟 KX21
51 たなばたOJISANs 渡辺 吉美 三宅 誠 今村 正広 佐藤 克明 GX270
52 BLACK OUT RACING 佐藤 正規 佐藤 幸司 佐藤 涼太 児玉 和也 内⽥ 淳 GX270
53 538-Racing ⼩島 明人 國枝 英樹 佐藤 賢 吉野 広文 KX21
55 SEA BEES with 庄司の⼥神 森⽥ 祥平 富⽥ 億 ⼩窪 誠 KX21
56 YKB＠YOKOHAMA 日吉 和美 山下 純市 沼崎 康 近藤 裕志 森川 徹 KX21
58 MMRTパワーステージ 横尾 宙 佐藤 渉 鳩山 紀人 KX21
59 岡崎建設エンジョイクラブ 岡崎 務 ⼩池 義浩 ⼩池 紗央⾥ 前島 ⼀洋 KX21
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ゼッケン チーム名 Ａドライバー Ｂドライバー Ｃドライバー Ｄドライバー Ｅドライバー Ｆドライバー Ｇドライバー Ｈドライバー エンジン
60 新千歳モーターランド１号機 新⽥ 泉 九谷⽥ 定彦 藤⽥ 大樹 三浦 雅憲 和⽥ 将人 神保　健太 KX21
61 nuova kart specI 成⽥ 淳 保坂 光俊 横尾 忠敬 可知 宏顕 大⽊ 茂雄 KX21
63 TMKC■JAZZ蕎⻨ひのき■ 村岡 哲明 山下 嘉昭 細井 知和 KX21
64 RTモビリスタ＠GJC 唐芳 晃司 ⼩林 剛 佐藤 政弘 町⽥ 正明 高橋 正樹 伊藤 勝俊 KX21
66 SUBARU GP-A 森 宏志 中沢 克文 森⽥ 浩也 ⽥⼝ 亮 KX21
67 SUBARU GP-B ⻄貝 友宏 高橋 洋介 山村 厚史 堀⽶ 綾子 松下 元斗 KX21
69 E.R.O Racing 影本 昌義 濱⽥ 能輝 真崎 渉太 川島 裕樹 KX21
70 racer racer r-kart 鷹⽥ 春近 加藤 勇斗 村上 大斗 KX21
72 GOSMO 松本 貴之 ⼩村 明生 ⻘野 誠之 飛⽥　陽宏 KX21
75 RF.AOYAMA　酒パワーズ 神道 敏彦 池⽥ 良春 末吉 航大 柳堀 翔太 KX21
76 LIBERO CLUB 宮之原 佑介 大橋 哲也 飯⽥ 雄介 土佐 正俊 岡 哲平 日高 昌伸 KX21
77 オートクラフト藤井 藤井 敦夫 藤井 伸⼀ 三ケ原 和也 星野 友昭 GX270
78 Super-jiji OMSC 芳賀 雅也 佐伯 和洋 ⾥⾒ 乃亜 ⾦井 亮忠 荒⽊ 隆史 KX21
80 OREGA RACING A@GEN 上⽥ 義輝 ⽊村 裕紀 畠山 奨⼆ 加藤 ⾏俊 GX270
81 OREGA RACING B@GEN 森⽥ 健介 永嶋 秀和 ⼩⽥部 崇弘 寒川 登代志 KX21
82 レーシングチーム　オビ 都丸 和夫 ⼩林 裕幸 丸⽥ 恭平 KX21
85 HKR-B 稲村 敬太 中村 康太郎 ⾦子 瑠南 GX270
86 カローラ新茨城~REON  KIDS~1 大和⽥ 依⾥ 塙 瞬佑 飯塚 かさね GX270
88 Team道楽の会@SILK 安東 健介 松野 ⽴幹 橋爪 崇 ⼩池 弘貴 江草 潤⼀ 太⽥　達也 KX21
89 TECSEED TCG Racing 新井 敏弘 伊藤 史哉 上村 ⾏哉 KX21
90 チームP・R・U ⼆ノ宮 博 川⼝ 貴之 丸⽥ 憲 内村 哲也 ⻄ 哲男 KX21
91 ウドンタニ同好会by杉村塾 杉村 健太郎 髙橋 能大 山⽥ 篤 GX270
92 SEA BEES with OK中島RT 志村 義章 工藤 卓 荒川 隆吉 KX21
95 クラブ・レーシング・アン 津々⾒ 友彦 片岡 英明 加藤 元章 香川 信 GX270
96 クラブ・レーシング・ドゥ ⻑野 正和 武井 英貴 高瀬 雄士 GX270
98 クラブ・レーシング・キャトル 石井 浩樹 徳江 潤 ⽥中 佑翼 崎平 幸司 GX270
99 team ECO RUN 野⼝ 智之 斎藤 裕 ⽊村 雅哉 根本 芳⼀ 眞弓 晋作 KX21
100 かもねぎ商会@ガレージ茶畑 中島 ⼀光 礒部 幸⼀ 樋川 惣⼀ KX21
101 FIELD@tousou 岡澤 悟 波多野 良 千野⽥ 貴子 KX21
111 煙屋カート同好会 島崎 三樹彦 中井 真寿 吉岡 悟 福村 憲⼀郎 KX21
112 TeamシズメンODO残党団 堀川 雄⼆ 片山 直昭 ⼾井⼝ 卓靖 GX270
115 TTKM@GEN 渋澤 健治 ⼩林 基⼆ 石川 貴雄 KX21
117 Yショップ針屋＆しあわせ歌謡祭43 ⼩林 勝 谷中 忠弘 佐々⽊ 光市 KX21
123 カレッジCRG 橋⼝ 公栄 谷藤 英明 谷藤 ちふみ 南澤 拓実 KX21
129 読売⾃動⾞大学校 津⽥ 貴史 有岡 宙輝 白子 大祐 原⽥ 賢人 紺野 拓磨 佐藤 彰哉 渡辺 宜男 KX21
138 3B-Racing ⼩林 隆浩 前⽥ ⼀樹 千⽥ 裕紀 大塚 崇仁 谷⼝ 幹直 石井 優作 KX21
155 e-connection155 松⽥ 秀士 宇⽥川 雅訓 須⽥ ⼒ ⾏⽥ 広光 熊谷 康男 佐藤 健⼀ KX21
178 MAHCOME.S.T.S.S 坂上 政敏 高橋 叙之 桜井 ⼀郎 下河辺 ⾏康 宮城島 裕人 GX270
192 Team Go!KART! 山⽥ 元康 石川 新⼀ 政⽥ 大輔 窪⽥ 善文 笹井 達寛 ⻑縄 弘道 KX21
196 Team IMA・OMSC 阿保 雅也 渡辺 憲太郎 ⾦子 弘之 松葉 育郎 KX21
201 team EnjoySportKart 中村 賢⼀ 伊藤 英⾏ 吉川 智裕 向坂 正幸 KX21
203 Teamジェネレーションズ☆幸⽥モアコラ 山根 恵三 森 和生 早川 和樹 横⽥ 勝俊 渡邉 季邦 KX21
204 モアコラージュXAMタカス幸⽥サーキット 山本 康司 川面 正人 岡本 欣也 ⼩林 良 篠瀬 健 KX21
205 ガールズレーシングクラブ幸⽥☆r-kart ⼩林 真奈美 蒼 マリ 高比良 渚 加藤 香 KX21
262 SPS川⼝ 菊地 純哉 梶浦 陽平 福⽥ 公男 栗原 佳子 KX21
318 サイバーフォーミュラ・スゴウアスラーダ 永野 耕平 佐藤 彰 千葉 千恵 ⼾塚 安彦 KX21
320 サイバーフォーミュラ・ユニオンセイバー ⻄村 幸治 山⽥ 誠⼀朗 河瀬 慎治 植⽥ 和弘 KX21
325 TNGK 気晴らしカート部 石井 位直 柴⽥ 雅史 福原 久雄 山⽥ 和哉 山⽥ 健太 三橋 雅仁 KX21
417 La Fiesta m.417 ⽊村 仁 細島 幹夫 荒井 栄夫 中島 紀雄 ⽥中 弘美 GX270
515 e-connection515 江⼝ 律子 山⼝ 礼 中村 浩子 早坂 公希 ⻄村 和則 KX21
538 ⼆代目538-Racing 相川 博司 鈴⽊ 順治 ⾦子 大毅 皆川 大輔 KX21
555 テクノKXネモ☆フクダレーシング 澤 晃⼀ 星 哲也 水谷 光成 奥 裕幹 岡⽥ 慶太 ⼩山 多寿雄 KX21
602 サイバーフォーミュラ・アルバトロスDDT 矢部 敬紀 雨野 圭介 高畠 茂孝 ⻑福 夏妃 KX21
634 ネオトライカートSMC＠SILK 吉原 大貴 堀 千⾥都 峯 昂輝 GX270
689 DRP（B面） 安部 哲 ⿅島 ⻑門 ⾦⽥ 篤樹 今⽥ 文彦 ⽊村 順 山本　大貴 KX21
701 YMC.ADVANRacing 蒲 直人 本間 健太 坂入 将太 迫⽥ ⼀也 ⾦澤 広宣 秋山 純壱 藤⽥ 重智 鈴⽊ 陽 KX21
711 吉宗Racing 香坂 隆太 須藤 真吾 織⽥ 精司 白山 雅貴 ⽥中 俊⾏ ⽊原 海俊 信⽥ 裕⼀郎 KX21
823 A1-RACING RED 宮島 暁大 佐藤 弘章 岸 雄太 丸山 和宏 猪瀬 裕輝 柴⽥ 和明 KX21
824 A1-RACING BLUE ⼩⿅ 哲也 河本 晃⼀ 菊池 朗 ⻄崎 雄介 石橋 賢拓 神山 幸雄 GX270
888 HK Racing returns 江尻 昌道 中島 栄⼀ 高倉 健⼆ GX270
919 AWA by 杉村塾 飯野 啓司 諸井 篤 ⼩滝 明宏 GX270
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