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No. Driver Kana Team Home Course
1 森川 貴光 モリカワ タカミツ Ash 瑞浪
2 野村 勇⽃ ノムラ ユウト Ash 鈴⿅
3 ⼭本 祐輝 ヤマモト ユウキ チームTKC モテギ
4 ⽊下 藍⼈ キノシタ  アイト BUTLER  RACING APG
5 ⻄園 勇太 ニシゾノ  ユウタ チームオーガスト 新東京
6 斎藤 凛 サイトウ リン ハルナカートクラブ 榛名
7 根崎 翔梧 ネザキ ショウゴ KCナガハラ 琵琶湖
8 蒲 朋希 ガマ トモキ KRS-DAI 菅⽣
9 新海 僚真 シンカイ リョウマ TEAMぶるーと ⽯野
10 佐久間 晴喜 サクマ ハルキ BUTLER Racing 栃⽊
11 安堂 祐 アンドウ ユウ F'S CLUB ⽣駒
12 廣瀬 光結 ヒロセ ミユウ ハラダカートクラブ 中⽇本
13 満⽥ 隼⽮ ミツタ ジュンヤ OMSC/ファルコンアローレーシングまえだ眼科GP ⼤井松⽥
14 池⽥ 有杜 イケダ ユウト 新潟国際⾃動⾞学校 新潟
15 ⾼村 宏弥 タカムラ ヒロヤ HIGUCHI RT レインボー
16 城取 拓海 シロトリ タクミ 松本レーシング あずみ野
17 川村 慧 カワムラ ケイ RF AOYAMA イタコ
18 後藤 祐紀 ゴトウ ユウキ BRAVO-RACING 安⼼院
19 荒尾 創⼤ アラオ ソウタ チームＫＢＦ 秋ヶ瀬
20 吉⽥ 拓未 ヨシダ タクミ AKC ⾬⻯
21 ⼤島 良介 オオシマ リョウスケ RS-1wishMシステム 鈴⿅
22 ⼟志⽥ 洸彰 ドシダ ヒロアキ GRIZZLY RACING APG
23 ⾊川 隆寿 イロカワ リュウジ TECORSA 新東京
24 吉⽥ 匠 ヨシダ タクミ KCナガハラ 琵琶湖
25 ⻑澤 善輝 ナガサワ ヨシキ Super Racing junkie! 菅⽣
26 野沢 勇翔 ノザワ ユウト チームエッフェガーラ 栃⽊
27 渡邊 雅⼈ ワタナベ マサト NEXT-ONE Racing 中⽇本
28 岩崎 有⽮⽃ イワサキ アヤト 宝塚カートフィールド 宝塚
29 鈴⽊ 駿 スズキ シュン OMSC ⼤井松⽥
30 横尾 宙 ヨコオ ヒロシ パワーステージ イタコ
31 坂上 真海 サカウエ マミ AKILAND RACING 安⼼院
32 ⾕⽥ 光史 タニダ コウシ チームグローバル 瑞浪
33 伊藤 琢磨 イトウ タクマ ハラダカートクラブ 鈴⿅
34 ⾦⼦ 修 カネコ シュウ TEAM KBF モテギ
35 ⾦⽥ 翔 カネダ ショウ 堺レーシング 神⼾
36 加藤 達彦 カトウ タツヒコ Ash ⽯野

YAMAHA SS Class 総台数 台
エントリー台数
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37 ⾥中 祐基 サトナカ ユウキ ハラダカートクラブ 中⽇本
38 飯島 宗⼀郎 イイジマ ソウイチロウ OMSC ⼤井松⽥
39 ⽥中 周平 タナカ シュウヘイ 松本レーシング あずみ野
40 ⽯⽥ 瑞季 イシダ ミズキ BRAVO-RACING 安⼼院
41 ⽊村 ⿓祐 キムラ リュウスケ チームオーガスト 茂原
42 ⼤⾒ 幸正 オオミ ユキマサ TEAM WEST RS 鈴⿅
43 中島 俊輔 ナカジマ シュンスケ ガレージ茶畑 APG
44 中川 歩⾶ ナカガワ アルト チームナガオ 神⼾
45 丸⼭ 陽平 マルヤマ ヨウヘイ チームGG 榛名
46 福井 渓華 フクイ ケイカ FIVE ONE Racing 琵琶湖
47 ⾶⽥ 陽宏 トビタ アキヒロ OMSC 栃⽊
48 吉⽥ 彰都 ヨシダ アキト ハラダカートクラブ 中⽇本
49 ⽟橋 陸⽃ タマハシ リクト 宝塚カートフィールド 宝塚
50 河崎 ひかる カワサキ ヒカル HIGUCHI RT レインボー
51 伊藤 ⼤空 イトウ マサタカ RS神野 イタコ
52 北野 雄丈 キタノ ユウト 堺レーシング 堺
53 ⾈橋 弘典 フナハシ ヒロノリ Ash 瑞浪
54 宮地 健太朗 ミヤチ ケンタロウ Ash ⽯野
55 ⼤原 洋樹 オオハラ ヒロキ TEAMぶるーと 瑞浪
56 鎌苅 ⼀希 カマカリ カズキ Buzz International 鈴⿅
57 渡瀬 稜太 ワタセ リョウタ 宝塚カートフィールド 宝塚
58 寺崎 椋哉 テラサキ リョウヤ AKC ⾬⻯
59 久富 圭 ヒサトミ ケイ CLUB LABO 鈴⿅
60 藤⽥ 拓弘 フジタ タクヒロ TeamREGOLITH ⽯野
61 居附 明利 イツキ アキト Ash 瑞浪
62 南 幸永 みなみ ゆきなが HEROes 1048style 宝塚
63 森 建⼈ モリ ケント M TECH SPORTS 堺
64 ⽉精 元希 ゲッセイ ゲンキ HIGUCHI RT 瑞浪
65 鷲⼭ 渓介 ワシヤマ ケイスケ チームオーガスト 新東京
66 佐藤 凌⾳ サトウ リョウト HIGUCHI RT レインボー
67 尾上 怜 オガミ レン 堺レーシング 鈴⿅
68 ⻄尾 僚介 ニシオ リョウスケ Team WEST R.S ⽯野



34 台 211

No. Driver Kana Team Home Course
1 ⽮島 好男 ヤジマ ヨシオ TEAMぶるーと 瑞浪
2 ⾼⽥ 亮 タカダ リョウ TEAM KBF 新東京
3 ⼩林 敬淑 コバヤシ タカヨシ ANT.RT 柳井
4 ⼤⼭ 学 オオヤマ マナブ TEAM WEST RS ⽯野
5 岩⽥ 知成 イワタ トモナリ ⽣駒
6 ⼭⼝ 健太 ヤマグチ ケンタ HIGUCHI RT レインボー
7 島村 充 シマムラ ミツル シマムラファクトリー 榛名
8 迫 成幸 サコ ナルユキ WELLSTONE 栃⽊
9 清川 善⽂ キヨカワ ヨシフミ ハラダカートクラブ 中⽇本
10 ⻑内 正⼈ オサナイ マサト WELLSTONE イタコ
11 ⾼垣 徹也 タカガキ テツヤ TEAMぶるーと 瑞浪
12 江崎 昭彦 エサキ アキヒコ Ash ⽯野
13 桃⾕ 尚孝 モモタニ ナオタカ TEAM KBF 秋ヶ瀬
14 碓氷 学 ウスヒ マナブ Ash 瑞浪
15 東 ⾼史 アズマ タカシ レーシングスクエア―⽞ 新東京
16 ⼀ノ瀬 晋平 イチノセ シンペイ HEROes1048STYLE 宝塚
17 真⾙ 俊幸 シンガイ トシユキ TEAM AKASAKA 榛名
18 澤⼝ 宙征 サワグチ オキトモ ハラダカートクラブ 中⽇本
19 粟根 健⼀ アワネ ケンイチ カートガレージクラッシュメイト 堺
20 ⼭内 勇⼈ ヤマウチ ハヤト チームTKC イタコ
21 早川 寛 ハヤカワ ヒロシ Ash 瑞浪
22 安藤 直仁 アンドウ ナオヒト GrenBlueRT 鈴⿅
23 島⾒ 明⼈ シマミ アキヒト WELLSTONE 新東京
24 ⽯井 明博 いしい あきひろ HEROes1048STYLE 宝塚
25 秋⼭ ⾠男 アキヤマ タツオ Ash ⽯野
26 布⽬ 敬詞 ヌノメ ケイジ HIGUCHI RT レインボー
27 粕⾕ 賢⼀ カスヤ ケンイチ TEAM AKASKA 榛名
28 笠井 雅進 カサイ マサノブ ハラダカートクラブ 中⽇本
29 沓名 純⼀ クツナ ジュンイチ TEAMぶるーと ⽯野
30 衛藤 秀喜 エトウ ヒデキ TEAM HIRANO 瑞浪
31 藤⼭ 隆信 フジヤマ タカノブ ANT.RT 柳井
32 新⽥ 和弥 ニッタ カズヤ Ash ⽯野
33 丸⼭ 隆道 マルヤマ タカミチ アクアショットレーシングチーム ⽯野
34 和合 俊治 ワゴウ トシハル 松本レーシング 瑞浪

YAMAHA SUPER SS Class
エントリー台数 総台数 台



27 台 211

No. Driver Kana Team Home Course
1 澤部 朝男 サワベ アサオ HIGUCHI RT ⽯野
2 ⽯川 浩司 イシカワ コウジ RS神野 イタコ
3 ⼤堀 佳祐 オオホリ ケイスケ パワーステージ イタコ
4 ⼩林 暁 コバヤシ アキラ TEAM AKASAKA 御殿場
5 諏訪 健⼀郎 スワ ケンイチロウ ティーチャー＆サラリーマン 栃⽊
6 廣⽥ 健司 ヒロタ ケンジ チームエッフェガーラ 栃⽊
7 迫 成幸 サコ ナルユキ WELLSTONE 栃⽊
8 ⼩⽥ 宗孝 オダ ムネタカ ハラダカートクラブ 中⽇本
9 森朴 繁樹 シンボク シゲキ TEAM HIRANO 瑞浪
10 近藤 博之 コンドウ ヒロユキ TEAM HIRANO 瑞浪
11 藤⽥ 信⼀ フジタ シンイチ Team REGOLITH 瑞浪
12 ⽮野 雄嗣 やの たけつぐ TEAM HIRANO 瑞浪
13 夏⽬ 勝式 ナツメ カツノリ TEAM HIRANO 瑞浪
14 ⼤島 和年 オオシマ カズトシ TEAM HIRANO 瑞浪
15 上城 藤則 カミジョウ フジノリ HIGUCHI RT 瑞浪
16 安達 慶真 アダチ ヨシナオ TEAM HIRANO 瑞浪
17 川北 浩之 カワキタ ヒロユキ ハラダカートクラブ 瑞浪
18 武⽥ 淳 タケダ アツシ TEAM HIRANO 瑞浪
19 冨⽥ 伸章 トミタ ノブアキ Ash 瑞浪
20 加藤 元久 カトウ モトヒサ シロキヤカ－ティングクラブ 瑞浪 
21 中島 靖彦 ナカシマ ヤスヒコ チームレフティ 瑞浪
22 奥野 安眞 オクノ ヤスマサ F'sCULUB 鈴⿅
23 原 正義 ハラ マサヨシ TEAMぶるーと 瑞浪
24 ⼤島 康靖 オオシマ ヤスノブ 松本レーシング あずみ野
25 伊勢屋 貴史 イセヤ タカシ Super Racing Junky 最上川
26 ⻑内 正⼈ オサナイ マサト WELLSTONE 茂原
27 中川 聡 ナカガワ サトシ チーム近藤レーシング 瑞浪

YAMAHA SS  LEGEND Class
エントリー台数 総台数 台



34 台 211

No. Driver Kana Team Home Course
1 中村 海⽃ ナカムラ カイト チームナガオ 神⼾
2 加藤 ⼤翔 カトウ タイト ハラダカートクラブ 鈴⿅
3 富永 ⿓⽃ トミナガ リュウト ガレージ茶畑 御殿場
4 伊藤 祐 イトウ タスク レーシングスクエア―⽞ モテギ
5 神⾕ 和来 カミヤ カズキ Garage C Beluga 秋ヶ瀬
6 ⻑⾕部 祐貴 ハセベ ユウキ HIGUCHI RT レインボー
7 伊藤 漣⾳ イトウ レノン SOVLA 宝塚
8 原⽥ 英 ハラダ スグル OMSC/BUTLERレーシング ⼤井松⽥
9 ⾼橋 拓⿇ タカハシ タクマ フォーメーションラップ ⽯野
10 五⼗嵐 ⽂太郎 イガラシ ブンタロウ SuperRacingJunkie! 最上川
11 佐藤 統 サトウ オサム FLAX MOTOR SPORTS 茂原
12 ⼤⾕ 天真 オオタニ テンマ NEXT-ONE RACING 瑞浪
13 内海 陽翔 ウツミ ハルト MEUJU Racing ⽣駒
14 松浦 光聖 マツウラ コウセイ トレンタクワトロ名古屋 鈴⿅
15 鈴⽊ 浬 スズキ カイリ KART CRAFT 瑞浪
16 近藤 壱颯 コンドウ イブキ Ash レインボー
17 ⽟橋 悠⽉ タマハシ ユヅキ 宝塚カートフィールド 宝塚
18 永沼 眞乃介 ナガヌマ シンノスケ OMSC/BUTLERレーシング ⼤井松⽥
19 上岡 世直 ウエオカ セナ KAKIE RacingTEAM 琵琶湖
20 佐野 雄城 サノ ユウキ TEAM KBF モテギ
21 百瀬 翔 モモセ ショウ Ash 瑞浪
22 中井 陽⽃ ナカイ ハルト TEAM EMATY 宝塚
23 望⽉ 将太郎 モチヅキ ショウタロウ タカギプランニング ⼤井松⽥
24 岡澤 圭吾 オカザワ ケイゴ FLAX MOTOR SPORTS 茂原
25 ⽥中 ⾵輝 タナカ フウキ タカギプランニング 神⼾
26 沢村 騎⼠ サワムラ ナイト HIGUCHI RT レインボー
27 洞地 遼⼤ ホラチ リョウタ Ash 鈴⿅
28 中村 ⿓⼀ ナカムラ リュウイチ Ash 瑞浪
29 ⼀宮 總太朗 イチミヤ ソウタロウ KAKIE Racing Team 琵琶湖
30 鈴⽊ ⽃輝哉 スズキ トキヤ FLAX MOTOR SPORTS 新東京
31 ⼤⽯ 喜⽣ オオイシ ハルキ MASUDA RacingProject APG
32 ⼩⼜ 理⼈ コマタ リト レーシングスクエア―⽞ モテギ
33 上窪 ⼀輝 ウエクボ カズキ HIGUCHI RT レインボー
34 菊池 貴博 キクチ タカヒロ ZAP Kid's ⼤井松⽥

YAMAHA CADET OPEN Class
エントリー台数 総台数 台



20 台 211

No. Driver Kana Team Home Course
1 三瀬 翔希 ミセ ショウキ HIGUCHI RT ⽯野
2 鈴⽊ 英吾 スズキ エイゴ EXPRESS ⽯野
3 杉⼭ 佳⽣ スギヤマ ヨシキ ライジングＲＴ ⽯野
4 ⻑尾 諒 ナガオ マコト TEAMぶるーと ⽯野
5 鳩⼭ 紀⼈ ハトヤマ ノリヒト パワーステージ イタコ
6 藤井 亮輔 フジイ リョウスケ TEAMぶるーと ⽯野
7 川福 健太 カワフク ケンタ FLAX MOTOR SPORTS 四国
8 関 優成 セキ ユウセイ TEAMぶるーと ⽯野
9 河野 幹 カワノ モトキ EXPRESSwith愛⼯⼤レーシング ⽯野
10 ⼭⼝ 正樹 ヤマグチ マサキ ヴェローチェモータースポーツ 瑞浪
11 纐纈 英和 コウケツ ヒデカズ Ash 瑞浪
12 ⼭⽥ 康平 ヤマダ コウヘイ Super Racing Junkie! 菅⽣
13 鈴⽥ 隼⼈ スズタ ハヤト チーム近藤レーシング ⽯野
14 ⽥島 晴輝 タジマ ハルキ TEAMぶるーと ⽯野
15 ⼤和 ⼀明 ヤマト カズアキ TEAMぶるーと ⽯野
16 ⾼⽥ 隼太郎 タカダ シュンタロウ TEAMぶるーと ⽯野
17 峯岸 ⼀真 ミネギシ カズマ Super Racing Junkie! 菅⽣
18 宇⽥川 武嗣 ウダガワ タケシ チームKBF 新東京
19 佐藤 渉 サトウ ワタル パワーステージ イタコ
20 TBN ビレルパシフィックMTS 台湾

YAMAHA TIA Class
エントリー台数 総台数 台



16 台 211

No. Driver Kana Team Home Course
1 ⼩林 利徠⽃ コバヤシ リクト SuperRacingJunkie! SUGO
2 城取 聖南 シロトリ セナ バズインターナショナル ⽯野
3 ⼤塚 宣孝 オオツカ ヨシタカ チーム近藤レーシング ⽯野
4 ⽚桐 涼雅 カタギリ リョウガ TEAMぶるーと ⽯野
5 劔持 シュウ ケンモチ シュウ OMSC ⼤井松⽥
6 ⻄家 寿⼀ サイケ ジュイチ OMSC ⼤井松⽥
7 坂原 優太 サカハラ ユウタ TEAMぶるーと 瑞浪
8 鶴⾒ 翔⾺ ツルミ ショウマ ブライオリ―RS 瑞浪
9 服部 佑哉 ハットリ ユウヤ Ash 瑞浪
10 井上 慈元 イノウエ ジゲン TEAMぶるーと 瑞浪 
11 尾藤 柚奈 ビトウ ユナ TEAMぶるーと ⼤井松⽥
12 松本 航 マツモト ワタル TEAMぶるーと ⽯野
13 ⾼瀬 巧 タカセ タクミ アカサカレーシング ⼤井松⽥
14 清⽔ 友⾹ シミズ ユカ BUZZ International ⽯野
15 ⼤森 俊太郎 オオモリ シュンタロウ GRENBLUE RT 瑞浪
16 宮本 颯⽃ ミヤモト ハヤト TEAMぶるーと ⽯野

YAMAHA TIA Jr Class
エントリー台数 総台数 台



12 台 211

No. Driver Kana Team Home Course
1 ⾦本 きれい カネモト キレイ NEXT-ONE RACING 鈴⿅
2 ⻫藤 麗 サイトウ レイ TECRSA 新東京
3 鈴⽊ ⿇友 スズキ マユ Ash ⽯野
4 岡⽥ 藍莉 オカダ アイリ Bravo racing 安⼼院
5 ⾕澤 しのぶ タニザワ シノブ チーム近藤レーシング 瑞浪
6 ⻘⽊ 美樹 アオキ ミキ NUOVA KART 瑞浪
7 森岡 泉美 モリオカ イズミ ふぁんレーシング 瑞浪
8 相場 美⽉ アイバ ミヅキ Super Licence 新東京
9 向⽥ 雅姫 ムカエダ ミサキ BRAVO-RACING 安⼼院
10 斎藤 愛未 サイトウ アイミ Super License
11 阿部 琳 アベ リン Super License 新東京
12 AIKO SOLVA

YAMAHA Ladies Class
エントリー台数 総台数 台


