
チーム名 所属サーキット チーム代表 第1ドライバー 第2ドライバー 第3ドライバー 第4ドライバー 第5ドライバー

なかむらみつる なかむらみつる ますどひろし かなざわたいけい

中村　充 中村　充 増戸　浩 金沢太景
ささじまともひろ ささじまともひろ さとうまさお かねこかずひこ

笹島　智宏 笹島　智宏 佐藤　正雄 金子　和彦
あきまなおき あきまなおき ささじまいくよ とよぐちりょうま

秋間　尚貴 秋間　尚貴 笹島　郁代 豊口　凌真
じんちから じんちから つかもとおさむ もりしょうた しもむかいたく

神　力 神　力 塚本　修 森　正太 下向　拓
かさはらだいき かさはらだいき わたなべこうた

笠原　大希 笠原　大希 渡邊　航太
かわふくけんた かわふくけんた こいでまさし

川福　健太 川福　健太 小出　聖司
いとうしゅんいち おおたなおゆき とおやまたける とおやまひろむ いとうしゅんいち

伊藤　俊一 大田　尚之 遠山　健 遠山　拡 伊藤　俊一
さかきばら　ひろき さかきばら　ひろき さかきばらゆうや

榊原　宏樹 榊原　宏樹 榊原　裕也
ふじまきゆたか さかいひとし ふくしまたかひと ふじまきゆたか

藤巻　裕 酒井　仁 福島　崇仁 藤巻　裕
さとうのりふみ さとうのりふみ まえだたつや

佐藤　徳文 佐藤　徳文 前田　達也
ほさかたつのり ほさかたつのり くろさわてるまさ こたきまさし さくまはるき あいはらわたる

保坂　達則 保坂　達則 黒澤　皓正 小滝　将司 佐久間　晴己 相原　亘
おぐらひでさと おぐらひでさと さとうまさよし ばばきぬえ きたやまひろゆき ますだじゅん

小倉　英聖 小倉　英聖 佐藤　正義 馬場　絹依 北山　裕之 桝田　潤
かみかわたかみつ かみかわたかみつ かみかわゆきこ わきもとけいすけ あずまたかし しのだひろし

神川　貴光 神川　貴光 神川　夕季子 脇本　圭介 東　高史 篠田　広志
いとうひろし はやししゅんいち かわさきｔかひろ おがわゆうや きむらたくみ

伊藤　浩 林　駿一 川崎　貴弘 小川　有也 木村　巧
もりたてつお もりたてつお たかはしゆうき

森田　哲夫 森田　哲夫 髙橋　祐貴
くまざきたけひさ くまざきたけひさ こばやしけんと

熊崎　武久 熊崎　武久 小林　研人
こすげともあき こすげともあき ちばなおき ほしのかずゆき

小菅　智昭 小菅　智昭 千葉　直樹 星野　一行
やまざきやすお やまざきやすお ながさわかずゆき ふじわらゆうじ

山崎　泰夫 山崎　泰夫 長沢　和幸 藤原　優地
かそのたくや かそのたくや たかはたしげたか きつわたかし

加園　拓也 加園　拓也 高畠　茂孝 橘和　尚史
おいかわはるき おいかわはるき すぎもとみつる いわせひであき

生川　晴基 生川　晴基 杉本　充 岩瀬　英明
なかむらなおや なかむらなおや はりうおさむ

中村　直哉 中村　直哉 針生　修
ながさわただし ながしまひさのり わたなべたかひろ ないとうだいき

永澤　忠 長嶋　永徳 渡辺　隆宏 内藤　大輝
はしもとひろまさ はしもとひろまさ ひさのまさゆき いばよりたか

橋本　浩將 橋本　浩將 久野　雅章 射場　頼孝
たかみたかゆき たかみたかゆき はっとり　けんご

高見　隆幸 高見　隆幸 服部　賢吾
すずきだいすけ すずきだいすけ ふじかわひとし いわさきせいご

鈴木　大介 鈴木　大介 藤川　仁 岩崎　誠吾
まつざわとしき まつざわとしき いどゆうき さけさかすみと

松澤　俊樹 松澤　俊樹 井戸　友貴 提坂　寿人
まつざわとしき しもむらさとし しもむらつよし みついのぶひろ くさかりゅういち

松澤　俊樹 下村　悟司 下村　剛司 三井　信広 日下　龍一
しらいしまこと いがらししょうじ しらいしまこと

白石　誠 五十嵐　祥司 白石　誠
もりした まさゆき もりした まさゆき いわせ としかず あきやま　もとのり

森下　雅之 森下　雅之 岩瀬　寿一 秋山　素得
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大門軍団

サカイノオワリ

秋間スピードスターズ

Racing J

ピザの集い　Ｄチーム

STAY GOLD RACING @ NSP

Hell Raiser @ NSP

teamへびとら @ NSP

Team Terepero@茂原ＴＣ

ねずみちゃんレーシング

極小滝側麗心愚

イカノマルヤキ新東京

うきうき風呂

フュージョンドリーム

MPT WORKS KTM RACING

MPT works GBA Racing

KPF1

Team 634@FOREVER

チーム634　アミーゴ

Team WASABI@634

Team634.Extreme.n.Ism.Ｏ

ピザの集いＡチーム

ブラックシャドーレーシング

KIZUNAカート倶楽部

ちーむはるはる

STORM

RK STORM

SSGPのご近所

新千歳モーターランド

スポーツランド長岡

スポーツランド長岡

フェスティカサーキット栃木

フェスティカサーキット栃木

ネオスピードパーク

ネオスピードパーク

ネオスピードパーク

茂原ツインサーキット

新東京サーキット

新東京サーキット

新東京サーキット

新東京サーキット

埼玉カートパーク

モーターパーク所沢

モーターパーク所沢

モーターパーク所沢

サーキットスタジアム634

サーキットスタジアム634

サーキットスタジアム634

サーキットスタジアム634

中井インターサーキット

大井松田カートランド

大井松田カートランド

大井松田カートランド

湘南シーサイドＧＰ

湘南シーサイドＧＰ

湘南シーサイドＧＰ

ＳＭＯＫＥＲ オートパラダイス御殿場



チーム名 所属サーキット チーム代表 第1ドライバー 第2ドライバー 第3ドライバー 第4ドライバー 第5ドライバー

ふじなみ　たかひろ まつい　ゆうや かつざわ　やまと ふじなみ　たかひろ

藤浪　隆弘 松井　裕哉 勝澤　委 藤浪　隆弘
のむら　ひろき のむら　ひろき はしづめ　たかし むなかた　ひろし

野村　大樹 野村　大樹 橋爪　崇 宗像　裕志
こまつ　なおや こまつ　なおや いしかわたつじ おおしままさき しおざわひでよし

小松　直哉 小松　直哉 石川　竜二 大島　正樹 塩澤　秀宜
しんむらたくや しんむらたくや くぼかずひろ

新村　拓也 新村　拓也 久保　和寛
よこいけんた よこいけんた よこいたくみ

横井　健太 横井　健太 横井　拓実
ほそかわゆうき ほそかわゆうき よだかずや こみねたかゆき さえき かずひろ なかじまゆうた

細川　悠侑紀 細川　悠侑紀 依田　和也 小峰　孝之 佐伯　和洋 中島　祐太
さとうまさとみ さとうまさとみ きくちこうじ ほんめゆたか

佐藤　正富 佐藤　正富 菊地　宏治 本目　有孝
まつなみひろゆき まつなみひろゆき かたせりえ さとうよしはる

松並　博之 松並　博之 片瀬　利枝 佐藤　芳春
しげまつまや しげまつふみあき おかざきしょう

重松　真弥 重松　史明 岡崎　唱
わだゆうき ところゆうき たにぐちみつし こばやしせいや わだゆうき

和田　悠暉 所　祐希 谷口　光史 小林　誠也 和田　悠暉
くぼこうすけ いわせさとし かみやだいすけ

久保　興介 岩瀬　里志 神谷　太輔
かわそえあきと かわそえあきと かりのこうへい とぐちつばさ かしいこうた

川添　昭人 川添　昭人 狩野　浩平 渡口　翼 香椎　孝太
かわしまてつや かわしまてつや せきたかゆき いなだりゅうじ さのきょうすけ こばやしけんいちろう

川嶋　徹也 川嶋　徹也 関　貴幸 稲田　隆治 佐野　亘佑　 小林　健一郎

わたなべゆうすけ わたなべゆうすけ わたなべだいすけ すぎたあつひこ こいけ　としひろ

渡邉　優輔 渡邉　優輔 渡邉　大輔 杉田　篤彦 小池　敏弘
いしかわさおり すずきしげたか いしかわさおり やざきひろゆき やざきかなと

石川　紗織 鈴木　重隆 石川　紗織 矢嵜　博之 矢嵜　叶人
はなむらけんいち はなむらけんいち なかじまてるひろ かわもとまゆみ

花村　健一 花村　健一 中島照弘 河本　麻友美

たかはしげんじ たかはしげんじ たかだしげとも たさきこうへい

高橋　玄司 高橋　玄司 高田　茂朋 田崎　幸平
おぐらこういち おぐらこういち おぐらふみ みやづまさとし

小倉　幸一 小倉　幸一 小倉　扶美 宮津　正俊
あきやまだいすけ ながたあきのり はまだゆたか あきやまだいすけ

秋山　大輔 永田　昭教 浜田　豊 秋山　大輔
はまぐちやすひろ はまぐちやすひろ かわいるおう もりおかまお たなかたかひろ

濱口　静海 濱口　静海 河井　琉旺 森岡　真央 田中　貴大
まつもとひとし まつもとひとし ますだよしひろ まつもとたくや

松本　斉 松本　斉 増田　善裕 松本　卓也
こやなぎゆうすけ こやなぎゆうすけ たなかまこと うめもとしんぺい

小柳　祐介 小柳　祐介 田中　誠 梅本　晋平
いわおりゅうたろう いわおりゅうたろう まつばやしゆうき

岩尾　竜太郎 岩尾　竜太郎 松林　裕樹

Leipeng Wangruobing Zhang YuYu Zhangweixi Chenzhennan

Leipeng Liang Xiaofeng Luo Feng Wu shouchen Jia Junyu
ばんばたく あきばひろや すずきりょうじ ながた　ふうや ながさわただし ばんばたく

番場　琢 秋葉　博也 鈴木　陵司 永田　楓陽 永澤　忠 番場　琢
ながたにまなぶ ながたにまなぶ きたむらとよかず たかぎかずま さわだとおる すやまともとし

永谷　学 永谷　学 北村　豊一 高木　一馬 澤田　透 周山　智寿
きくちじゅんや たかがきてつや たかもとおる きくちじゅんや

菊地　純哉 高垣　徹也 高野　泰 菊地　純哉
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Ｌｏｗ Ｇｕｎｓ

KIZUNAカート倶楽部ユニコーン

えびぞりチーム夜会

RAGAZZO CATTIVO

KTRB

チーム細川

ＡＢにゃ～（えびにゃ～）

足し算Plus

Van Buren超新星

チームＫ（かっぱ）

initial K

Ｂａｓｋｅｒｖｉｌｌｅ　Ｄｏｇｓ

Sylpheed Racing

SAVAGE RACING

PRIDE 虹組

夜会（ﾔｶｲ）

TRIBE

Little Braver

CHINA WH

CHINA STDR

ニコバン　スカラシップ

LAND CREATE

たからづかカートフィールド

たからづかカートフィールド

たからづかカートフィールド

ソニックパーク安心院

ソニックパーク安心院

秋山産業ハマコロ

HYBRID with GALLIPOLI

チーム　アキツ

scuderia suppon☆pon

柿の種Racing

CHINA

CHINA

ニコバン

FALCO

メガ耐九州薩摩関東軍

オートパラダイス御殿場

オートパラダイス御殿場

ISK浜名湖店

ISK浜名湖店

ISK浜名湖店

ＡＺ山梨サーキット

ＡＺ山梨サーキット

ＡＺ山梨サーキット

美浜サーキット

幸田サーキット

幸田サーキット

幸田サーキット

レインボースポーツ

レインボースポーツ

レインボースポーツ

ISK奈良阪奈店

ISK大阪舞洲

神戸スポーツサーキット


