
優勝 /賞金20万円   2 位 /賞金10万円はASIAグループより進呈
3位 /東日本大震災復興グルメカード（3万円分） 桶川スポーツランドより進呈
4位以降は桶川スポーツランドまたは協賛社からの副賞となります。
★表彰は規定により 6位までとなります。

No. チーム名 氏名 1 氏名 2 氏名 3 使用車両 1
（NSR 等）

使用車両 2
（NSR 等）

1 越後丸和会と姐御様と組長 丸山 和昭 岡田 祐一 RBB MINI -

2 MFR ＆ KTR 鈴木 光来 小椋 藍 CBR150 -

3 K'zFACTORY&ASIA 松原 泉 上田 隆仁 KX80 -

4 Team Mini6 One Two 寺井 誠一郎 矢口 尚 NSR80 -

5 ＨＭＳレーシング 吉田 守 石川 忍 入野 博昭 NSRmini -

6 越後丸和会 B チーム 板谷越 慧喜 林田 悠紀 NSR80 -

7 ジャックナイフ男 & にゃんた 石山 慎 早川 和佳 RS80 -

8 TRS 羽田 太河 菅井 丈史 キラービー RR -

9 レディカナ &Happy&House
染谷豆腐店 LUBIRD 染谷 孝行 鶴田 智 吉田一茂 CBR150 -

10 レディカナ 石坂 和弘 森谷 孝幸 岩崎 哲郎 NSR -

11 Team91 & ヒロシヨシヤマ 野嵜 秀興 中山 智博 吉山 博 NSR -

12 ちゅるを 佐藤 義典 藤岡 崇 YZ85 -

13 KTR 小高 泰輝 本郷 雅也 NSR80 -



優勝 /賞金10万円   2 位 /賞金5万円はASIAグループより進呈
3位 /東日本大震災復興グルメカード（1万円分） 桶川スポーツランドより進呈
4位以降は桶川スポーツランドまたは協賛社からの副賞となります。
★表彰は規定により 6位までとなります。

No. チーム名 ライダー 1 ライダー 2 ライダー 3 使用車両 1 使用車両 2

0 チームＡＳＩＡ 山崎 友彦 児玉 真一 CBR150R

1 まき・バンドゥ・ヨシ チーム 粕谷 真樹 安藤 俊博 諸貫 義康 CBR150R

2 リハビリーズ 渡辺 剛 近重 陽子 KSR-2 NSRmini

3 ALL STYLE 13A 国島　仁 国島　剛 NSR 80 CR80

4 MBR ② 田崎 栄一 渡辺 正由 NSF100 CR85

5 ALL STYLE 13B 小幡 健一 大山 良尚 中嶋 洋介 NSR80 NSR80

6 アームロック 3 号 松村 理起 吉田 裕隆 西川 雄基 NSR50

7 MBR ③ 会田 宏之 伊原 芳晴 エイプ XR モタード

8 チームいずのすけ 惟村 和芳 松山 陽子 NSF100

9 『一心 ’s 』return’s 加藤 浩 我妻 弘基 HRC GROM HRC GROM

10 MBR ① 大島 茂幸 大島 匠人 エイプ

11 マックガレージライダース 清水 陽介 松本 知明 nsr nsr

12 HFC 腹レーシングエイエイ 原 晃伸 内山 とおる 佐野 大輔 CBR NSR

13 HFC 腹レーシング 林 真 安藤 正明 川本 秀樹 CBR NSR

14 G ☆ WORKS&PETONAS 大野 和宏 中澤 哲也 森谷 みどり CRM50

15 DETO ぜかましれーしんぐ 内田 宗介 吉田 智彦 秋谷 邦彦 NSR

16 DETO 雪風れーしんぐ 倉島 秀人 新井 みゆき NSR50 CBR150

17 SGRP 林 秀一 中谷 武士 川島 修 NSR50

18 ちーむケンケン with カワンルマー 大塚 健太 小野 寛之 GROM

19 ファインビーグル＋チームクジライ 山根 武 滝口 雅善 エイプ NSR

20 ＢＡＹＰＥＥＫ 高寺 秀人 三澤 徹 ＮＳ 50

21 K'zFACTORY&ASIA 安田 一男 市川 英之 ＮＳＦ 100

22 K'zFACTORY& 関根モータース 渡邉 敏明 渡邉 光敏 ＮＳＲ 50

23 K'zFACTORY& Ｔ 大沢 隆司 高橋 龍也 ＮＳＲ 50

24 K'zFACTORY& レクサス 木村 孔 山下 亮 ＮＳＦ 100

25 K'zFACTORY53 和田  秀樹 大野 公章 ＴＺＭ 50

26 K'z ＆ふるさと牧場 千野 康一 東 健次 本間 寛朗 ＮＳ 50 Ｆ

27 カザアナレーシング 上原 正志 富田 夏也 廣木 晴久 NSR50 NSR50

28 KSY 一心 友井 崇 河野 満生 HRC GROM NSF100

29 芝膝 @YMC&AKB 森内 恒竜 森 拓也 XR100M

31 HMS レーシング + 中山小学校 吉田 守 夏目 晃一 NSF100 NSRmini

32 ＨＭＳレーシング +
新座畑中わっしょい！ 入野 博昭 稔金 良太郎 XR モタード NSR50

33 TEAM 東松山 大島 勝臣 国島 勉 木内 真吾 KSR80

34 チーム 50 阿久津 理 生井 勇二 浜野 肇宏 NSF100 NSR50

35 レディースカナーユ & リーヴ 野口 孝 志儀 勝美 粟津 葵 Gw08 NSR115


