エントリーリスト
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

こんどうよしひろ こんどうよしひろ ながいよしかず こじまひろし

Y's MAN

こじましゅうじ

鈴鹿サーキット
近藤芳弘 近藤芳弘 永井由一 小島宏之 小島修二
おぐらこういち

Team Misty☆

おぐらこういち

おぐらふみ

たかおのりあき

鈴鹿サーキット
小倉幸一 小倉幸一 小倉扶美 高尾憲明
きくちこうじ

トラック野郎連合

きくちこうじ

たむらけんごう おざわけんいち あきばひろや

F.ドリーム平塚
菊地宏治 菊地宏治 田村賢剛 小澤健一 秋葉博也
はっとりよしひろ はっとりよしひろ やまむらじゅんいち もりあきお

DREAMS RT

石野サーキット

Ｙ－Ｈ Racing

石野サーキット

服部義弘 服部義弘 山村純一 森明生
てんぱくゆき

Van Buren超新星

よしうちみつる まつかわひろい てんぱくゆき

天白有紀 吉内満

松川ひろい 天白有紀

いわせさとし

しげまつふみあき おざわあきら

いわせさとし

あさだゆうすけ

石野サーキット
岩瀬里志 岩瀬里志 重松史明 小澤彰
なかむらみつる かなざわたいけい ますどひろし

大門軍団

新千歳モーターランド

café ho.cca Racing Team

スポーツランド長岡

中村充

金沢太景 増戸浩

ささじまともひろ ささじまともひろ ささじまいくよ

浅田祐介

なかむらみつる

中村充
さかいこうすけ

笹島智宏 笹島智宏 笹島郁代 酒井浩介
いしいてつや

Kozo Racing改

いしいてつや

よしもとてつや たきのひろゆき

茂原ツインサーキット

石井鉄也 石井鉄也 吉本哲也 滝野博之
みきまさえ

Miki Works

みきまさえ

うつのみやだいすけ

さなだともあき うえのたかひろ

茂原ツインサーキット

三木雅恵 三木雅恵 宇都宮大輔 真田知明 上野貴広
なだたにひろし なだたにひろし ゆあさけんた

MRTS project

ゆきながあつのぶ おおにしともや

モータウン土山サーキット

灘谷広司 灘谷広司 湯浅健太 雪永篤信 大西智也
ひがしのひろゆき ひがしのひろゆき むらかみともゆき あさのひろし

SUBARU７土山

たかたじゅん

モータウン土山サーキット

東野浩之 東野浩之 村上智之 浅野浩嗣 高田潤
たかさきやすひろ たかさきやすひろ まえむらさとる

Sparco Star5 srl.

はしづめきよし

モータウン土山サーキット

STAY GOLD RACING

フェスティカサーキット栃木

Bros!!

フェスティカサーキット栃木

高崎保浩 高崎保浩 前村悟

橋爪清史

かわふくけんた かわふくけんた こいけひろき

えぐさじゅんいち あんどうけんすけ

川福健太 川福健太 小池弘貴 江草潤一 安東健介
こいけなおき

こいけなおき

ふかがわひろひさ つかもとおさむ

小池尚樹 小池尚樹 深川博久 塚本修
湘南シーサイドGP

あかまつようすけ わたなべたけし のじまゆうた

てんのうちひろ

赤松洋祐 渡辺建志 野島雄太

天王寺谷千弘

湘南シーサイドグランプリ

たかはしげんじ

チームZERO

ひがしやまたかゆき

こうむらけんじ たかはしげんじ

神戸スポーツサーキット

高橋玄司 東山隆行 幸村憲治 高橋玄司
なかむらやすのり ふくだけんじ

ナチュラサーキット

なかむらやすのり まつむらひろゆき

ナチュラサーキット

中村康徳 福田賢治 中村康徳 松村浩之
いわさきせいご かいりょうた

イーグル

きたがわゆう

まるやまひろし わたなべゆうま いわさきせいご

クイック浜名
岩崎誠吾 甲斐竜太 北川祐

丸山浩志 渡辺勇馬 岩崎誠吾

いしはらまこと はなむらけんいち なかやまたつひろ うかいこうたろう いしはらまこと

エンジョイ浜名

クイック浜名

RAGAZZO

クイック浜名

石原誠

花村健一 中山達裕 鵜飼幸太郎 石原誠

しんむらたくや しんむらたくや よこいけんた

うちやままさや いしはらつばさ

新村拓也 新村拓也 横井健汰 内山正也 石原翼
やまもとつよし なかえみつはる かわぞえともみち やまもとつよし

山本熟改め．川添組

スポーツカート阪奈

阪奈フレンド

スポーツカート阪奈

うっふ阪奈ぷりん

スポーツカート阪奈

山本剛志 中江光治 川添智道 山本剛志
いわさきしげお いわさきしげお ふじわらかずまさ おがわひろし

岩崎滋生 岩崎滋生 藤原和正 尾川洋
なかじまてるひろ よしかわゆうた なかじまてるひろ うえきたくま

たばたじゅん

中島照弘 吉川優太 中島照弘 上木卓磨 田畑純

たばたなつき

田畑夏季

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

柿の種Racing

ソニックパーク安心院

KKB

ソニックパーク安心院

クラブ クワドリフォリオ

サーキット秋ヶ瀬

岩尾竜太郎 岩尾竜太郎 松林祐樹
みのうらよしひで みのうらよしひで つじもとじゅんや やまさきこういち

箕浦好秀 箕浦好秀 辻本純也 山崎耕一
たけだひろし

おくだやすし

武田浩司 奥田靖

やまもとたけまさ てづかしょうたろう こばやしあきひと たけだひろし

山本剛正 手塚章太朗 小林章人 武田浩司

はしもとひろまさ はしもとひろまさ かじたゆうすけ

ブラックシャドーレーシング サーキット秋ヶ瀬
橋本浩将 橋本浩将 梶田祐介
おおしげのぞみ なかむらようじ さえきかずひろ おおばえりか

ナンカイレーシングチーム

サーキット秋ヶ瀬

SAVAGE RACING

レインボースポーツ

Sylpheed Racing Enjoy

レインボースポーツ

大重のぞ美 中村洋司

佐伯和洋 大場衣里可

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

渡邉勇輔 渡邉勇輔 渡邉大輔 杉田篤彦 小池敏弘
おおしままさき よしのゆうすけ いなだりゅうじ

Sylpheed Racing

レインボースポーツ

SIN

幸田サーキット

UNRIVALED

幸田サーキット

チーム煌

幸田サーキット

にしかたみな

おおしままさき

大島正樹 吉野裕介 稲田隆治 西片ミナ

大島正樹

かわしまてつや かわしまてつや のざきゆうと

せきたかゆき

とづゆきひろ

川島徹也 川島徹也 野崎裕斗 十津幸宏 関貴幸
すみとものぞむ すみとものぞむ すずきしげたか

住友望

住友望

鈴木重隆

たけだよしひこ たけだよしひこ いしかわとしあき おおたみつる

武田慶彦 武田慶彦 石川利明 太田満
あべてるや

ごとうあきひろ くぼこうすけ

うちやまたかみつ あべてるや

阿部晃也 後藤明宏 久保興介 内山隆光 阿部晃也
やまだりゅうじ

すーぱーAZWIN

やまだりゅうじ

やしたはるき

たなあみひろあき しみずたけひさ

AZ山梨サーキット

山田隆二 山田隆二 矢下春樹 田名網宏昭 清水丈久
さとうまさとみ

RKH

さとうまさとみ

くりはらしんじ

たかのとおる

AZ山梨サーキット

佐藤正富 佐藤正富 栗原信次 高野泰
うづかよしゆき うづかよしゆき こじまやすひろ いしぐりかずはる よしだよしひろ

チームＢＳＣ

大井松田カートランド

NSP＠たまブロ

ネオスピードパーク

宇塚吉幸 宇塚吉幸 児島康弘 石栗和春 吉田佳宏
はったしんいち はったしんいち いとうゆきお

しばたまゆこ

八田新一 八田新一 伊藤幸夫 柴田真友子
きくちじゅんや

薩摩関東軍

きくちじゅんや

たかがきてつや おちあいひろみつ

大隅広域公園
菊池純哉 菊池純哉 高垣徹也 落合博臣
かこけいんいち かこけいんいち いけだなおき

コーリツ工務組

くろのゆうや

美浜サーキット
加古剣一 加古剣一 池田直樹 黒野裕也
おおやまやすひさ おおやまやすひさ たかはしひでき かわしまとしまさ

Dolphin

美浜サーキット

Y's レーシング

美浜サーキット

青山泰久 青山泰久 高橋英樹 川嶋利匡
いけべゆうき

よねくらえいこ

よねくらあゆみ いけべゆうき

池辺雄基 米倉英子 米倉歩
わだしんいち

Team TKC

わだしんいち

あおきこうじ

池辺雄基 青木宏次

にしのけんいち くろさわこういち

オートスポーツ
和田慎一 和田慎一 西野賢一 黒沢功一
はやかわたけひと はやかわたけひと ながさわわたる こつじはやと

宝石の八神RT早川組

M4
早川武仁 早川武仁 長澤旦

小辻隼人

よこいひろのり くぼまこと

よこいひろのり はせがわかおり ふくしまともかず

横井裕則 久保誠

横井裕則 長谷川香里 福嶋友和

PAPA-SAMURAIドリームズ M4
はりうおさむ

Team634☆Extreme.N.isum.O

サーキットスタジアム634

Team634～H&M～

サーキットスタジアム634

なかむらなおや はりうおさむ

針生修

中村直哉 針生修

はがまさや

まつむらゆうこ はがまさや

芳賀雅也 松村佑子 芳賀雅也
くまさきたけひさ すぎやらまさあき くまさきたけひさ

Team634～ちゃんくまちゃねずみ～ サーキットスタジアム634

熊崎武久 杉原正晃 熊崎武久

