
 2019Lites!KYT HELMET in 日野カントリーオフロードランド
エントリーリスト（3月21日10:55時点）

お名前 都道府県 チーム名
川口 拓也 埼玉県 ORAS YAMAHA YZ250F
内山田 徳克 神奈川県 Husqvarna東名横浜&BELRAY HUSQVARNA TE250I
吉田 元春 神奈川県 ハスクバーナ東名横浜&ベルレイ HUSQVARNA TE250I
樋渡 大 東京都 husqverma東名横浜withBEL-RAY HUSQVARNA TE250
戸出 裕士 群馬県 KTM GUNMA RACING KTM 125XC-W
星野 猛男 神奈川県 Husqvarna東名横浜エンデューロ部 Bel-ray HUSQVARNA TE300
佐々木 宙 神奈川県 伊東二輪林道部 BETA RR2T250
大石 宗 東京都 ハスクバーナ東名横浜　BELRAY HUSQVARNA TE250
棚田 弘 神奈川県 Husqvarna東名横浜 HUSQVARNA FE501
鬼形 充智 群馬県 KTM GUNMA RACING YAMAHA WR250F
山本 決 埼玉県 NAGmotors KTM EXC250

お名前 お道府県 チーム名
森 茂一 千葉県 和田屋SRCチームB HONDA XR250
川上 雄一 神奈川県 チーム コブラ団 HONDA XR250
田中 徹夫 東京都 TM Spoots HONDA CRF250L

お名前 都道府県 チーム名
勝俣 豪 神奈川県 Husqvarna東名横浜 HUSQVARNA TE250I
瓦口 泰一 茨城県 ライズアンドライドレーシング KTM 250EXC-F
長島 昭正 埼玉県 Husqvarna 東名横浜＋Bel-ray HUSQVARNA FE250
津久井 一範 神奈川県 ハスクバーナ東名横浜 HUSQVARNA TE250
佐藤 元 神奈川県 TEAMまえのめり KTM 125SX
大木 太郎 静岡県 走りたがり屋 HONDA CRF250R
森合 洋介 埼玉県 倒産寸前とかちゃん KTM 450EXC
飯田 英憲 神奈川県 HUSQVARNA TE250
黒岩 貴志 東京都 鉄華団 KTM 350EXC-F
池田 直邦 埼玉県 YAMAHA YZ250X
藤本 賢人 埼玉県 鉄華団 HONDA CRF100F
喜田 悠木 埼玉県 メガネーズ HONDA CR125R
野中 裕志 埼玉県 YAMAHA YZ125X
高田 博昭 神奈川県 ウブカタジャパン BETA RR2T
我有 紘彰 茨城県 和田屋SRC KAWASAKI KX-85
伊東 哲 東京都 伊東二輪 林道部 HUSQVARNA FE250
田中 健二 千葉県 ライズ&ライドレーシング YAMAHA YZ250FX
志賀 政彦 神奈川県 ウブカタジャパン BETA RR2T
矢島 満 群馬県 KTM GUNMA RACING KTM 350FREERIDE
村山 朋之 群馬県 KTM GUNMA RACING KTM 150XC-W
大内 智 東京都 ウブカタジャパン BETA RR2T
高島 一広 神奈川県 チーム　コブラ団＆庄田サイクル KTM 150XCW
田口 潤 神奈川県 HUSQVARNA 701ENDURO
関谷 憲司 栃木県 MAD新潟 栃木支部 YAMAHA YZ125X

＊ゼッケン番号は後日発表いたしますので、もうしばらくお待ちください。
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Cトレール・ウィメンズクラスは２ページ目をご覧ください



 2019Lites!KYT HELMET in 日野カントリーオフロードランド
エントリーリスト（3月21日10:55時点）

お名前 都道府県 チーム名
前川 賢一郎 栃木県 YAMAHA WR250R
鹿沼 秀明 群馬県 SUZUKI DR250R
山菅 雄大 栃木県 YAMAHA SEROW225WE

お名前 都道府県 チーム名
伊藤 綾子 千葉県 和田屋src KAWASAKI KX100
川上 さくら 神奈川県 チーム コブラ団 SUZUKI DR-Z125L
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