
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

金沢塾 新千歳モーターランド 金沢太景 金沢太景 阿部弘作

DESSPEEDオカモ@ncml 新千歳モーターランド 岡本徹也 中村圭希 池野直弘 市川誉志 岡本徹也

Apple Sprinters アップルフォーミュランド 水野一哉 水野一哉 坂川和正 可香谷正樹

ち～む47 アップルフォーミュランド 木村敏彦 木村敏彦 黒田義勝 坂本伸 廣田明典 佐伯幸弘

フォーティ☆レーシング アップルフォーミュランド 菅野晃治 菅野晃治 大竹伸明 伊藤幸夫

あとはよろしくメカドック アップルフォーミュランド 川名努 相楽誠一 田村達基 斉藤登志一 川名努

Team TKC サーキット秋ヶ瀬 和田慎一 和田慎一 西野賢一

ARKC サーキット秋ヶ瀬 土屋実 鈴木昇 浅子圭一 土屋実

TWO ISLANDS サーキット秋ヶ瀬 大島隆宏 徳嶋有 大島隆宏 渡部康弘 金子尚文 矢田部弘史

風来旅団 CITY KART 片山健三 片山健三 真弓貴 古田健二 桂雄介 西脇真哉

ち～む　いちねんそこそこ CITY KART 金重宜俊 金重宜俊 浅沼拓実 冨野克彦 志々目祐司

ソメしち CITY KART 石川新一 石川新一 藤井康輝 長田章光 岡本茂 染谷崇文

Rumacher CITY KART 宮川英正 宮川英正 嶋崎秀二 金谷宗樹 安達慎 中澤貞之

Tommy's@kartoff.jp CITY KART 重冨英和 重冨英和 田村明 須藤耕志 眞弓佑子

RKHドリーム F.ドリーム平塚 佐藤正富 佐藤正富 吉澤貴志 栗原信次 赤川勉

T'z Project F.ドリーム平塚 成沢剛彦 成沢剛彦 二神俊哉 横山隆寛 桑垣武司

悪鬼復活祭 F.ドリーム平塚 熊倉貴章 熊倉貴章 松並博之 山家隆之 大森隆男

ＲＫＨチャレンジャーズ F.ドリーム平塚 広瀬良宣 広瀬良宣 越川町 建部道代 岡村英莉

MMM-Flat-Win AZ山梨サーキット 今井祐介 勝村悠史 平田悠 今井祐介

Team道楽の会 AZ山梨サーキット 小池昌弘 小池昌弘 小池隆介 三宅考明 小澤寛徳 安東健介

ice battlers AZ山梨サーキット 横田英宣 柴田真友子 小出聖司 横田英宣

Team黒烏龍 ＤＨＧ 佐久川純 佐久川純 五十嵐信之 吉浜勇樹 松原利之 奥田裕宇二

チームTKG師走スペシャル ネオスピードパーク 内山慎一 菅原正道 住秀夫 新谷啓行 真田恭

長岡と三川のゆかいな仲間たち スポーツランド長岡 川上ゆり子 杉田諭隆 川上孝 梅川直樹 杉崎厚 高澤正憲

ミヤジマレーシングfeat.カフェホッカ スピードパーク新潟 宮島正道 宮島正道 佐藤正雄 笹島郁代 原田浩和

ho.cca(ホッカ)レーシングチーム スピードパーク新潟 酒井浩介 酒井浩介 笹島智宏 吉田紘行 小林利紀

川口工場長.com ＡＰＧ 友田篤 川口秀樹 友田篤 青木康晴 杉山貴英 杉山和宏

ガールズレーシングクラブ幸田 幸田サーキット 小林真奈美 小林真奈美 石田真以 山下真実

匠 幸田サーキット 伊藤英行 佐々木貴之 樋口大輔 岡本晃生 鈴木重隆

モータースポーツランド 鈴鹿サーキット 田中和久 田中和久 天白有紀 西田光徳 森幹雄

モータースポーツランド 鈴鹿サーキット 清水一雄 吉内満 清水一雄 田原寛孝 西岡将也

Funkey Night TIGRE 510® 宝塚カートフィールド 後藤努 後藤努 吉川隆史 木村麻里 丸山由希美

ハーテリーTIGRE ファンキーＴＫＦ 坂裕之 四方寛 上田大介 安本剛志 坂裕之

ファンキーナイトＴＫＦ ファンキーＴＫＦ 渡邉亮 渡邉亮 平川明紘 角裕一 島津好実

オーシャン・ウインズ オーシャンカートランド 成沢雄太 成沢雄太 斉藤克哉 中村彰宏 中村光次 森下英二

大隈広域公園withゆたか 大隈広域公園 小屋敷昭二 田渕直司 渡辺操 小屋敷昭二

ゼンパク ソニックパーク安心院 今崎正洋 今崎正洋 波多江博之 髙本健介 志賀祐介

山笠ぁあるけん博多隊 ソニックパーク安心院 後藤哲男 後藤哲男 上室直浩 平川達也 清水隆治 岩崎誠一郎

チーム九州 ソニックパーク安心院 加治茂 岩尾竜太郎 加治茂

跳馬操縦士α ＡＰＧ 半場喜巳信 中村真治 川口治二 半場喜巳信

跳馬操縦士β ＡＰＧ 望月徹 小玉智武 鈴木恒織 望月徹

激走カート CITY KART 荒田真 荒田真 宮永貴裕 竹原潔 生月拓 亀川悦男
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