
2021 KAZE JETSKI Enjoy耐久 in 猪苗代湖　シングルクラスエントリーリスト

No. マシン デュアルスラローム参加

姓 名 姓 名 姓 名 姓 名 姓 名 姓 名

1 チームニイガタ チームニイガタ SX-R 齋藤 孝 竹田 智英 雨尾 勝則 参加する　

2 ＴＡＫＥ　ＭＡＧＩＣ タケ　マジック SX-R 松橋 洋史 竹内 武年 齋藤 正剛 参加しない　

3 マリメカ愉快な仲間たち マリメカユカイナナカマタチ SX-R 伊藤 真一 砂盃 肇 新井 剛 佐藤 友之 池田 公男 参加する　

4 ＤＯ　ＳＰＥＥＤ　１ ドゥースピード　ワン SX-R 若林 徹 二宮 亮 島田 健祐 引間 幹夫 東宮 香苗 東宮 万夫 参加しない　

5 ＤＯ　ＳＰＥＥＤ　２ ドゥースピード　ツー SX-R 長島 博文 野口 陽彦 新井 紀男 山下 康夫 松田 圭介 畑木 武彦 参加しない　

6 Ｔｅａｍ９８７ チーム クーハナ SX-R 小倉 弘光 青木 信子 三上 定裕 菊池 真弓 稲葉 裕介 参加する　

7 利根川クラブ トネガワクラブ SX-R 山中 力 梶谷 崇士 野本 直樹 新井 淳一 参加する　

8 ＲＥＤ　ＦＯＸ　１ SX-R 鈴木 慶一郎 村上 茂 相田 幸栄 佐藤 和彦 参加しない　

9 利根クラＢチーム トネクラBチーム SX-R 松本 昌和 望月 由教 村田 みなみ 木暮 貴志 江田 龍二 清水 覚 参加しない　

10 宮岡組 ミヤオカグミ SX-R 児島 雅弘 櫻井 陽介 櫻井 明香 土生 智之 竹川 太人 参加する　

11 昭和池７００ ショウワイケナナヒャク SX-R 西村 寿芳 谷田 重樹 谷田 明美 水井 誠 参加しない　

12 チーム新潟 チームニイガタ SX-R改 原口 正之 皆川 宏志 佐藤 和輔 参加する　

13 Ｊ－ｂｏｘおいミキ！牛角行くぞ ジェイボックス　オイミキギュウカクイクゾSX-R 宮田 智美 首藤 美樹 参加しない　

14 ナカノファーム＆愉快な小貝川組 ナカノファーム＆ユカイナコカイガワグミSX-R 大山 陸 木島 英利 木島 香恵 山口 新希 山口 利宏 中野 裕 参加する　

15 ＵＭＥ７００ ユーエムイーセブンハンドレッド SX-R改 梅原 雄一 植竹 勇太 大槻 匠 今関 航 参加しない　

16 ＧＯＺＡＬＡ ゴザラ SX-R改 飯坂 通 市原 清 参加しない　

17 ｔｅａｍ　Ｅ．Ｍ．Ｅ チームイーエムイー SX-R 藤井 恵理 齋藤 恵利子 上田 真利奈 参加しない　

18 ハサキ乾電池レーシング ハサキカンデンチレーシング SX-R 清水 保彦 高橋 博行 村田 奈美 荻谷 浩樹 安藤 孝浩 参加する　

19 テクニカルスポーツＲＥＤＦＯＸ SX-R 増渕 雄平 大嶋 知樹 澁谷 みなみ 鳥居 極 参加する　

第6ライダーチーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 第4ライダー 第5ライダー



2021 KAZE JETSKI Enjoy耐久 in 猪苗代湖　ランナバウトクラスエントリーリスト

No. マシン デュアルスラローム参加

姓 名 姓 名 姓 名 姓 名 姓 名 姓 名

21 Ｊ－ＢＯＸジェイボックス ジェイボックス ＪＴ50Ｔ 國分 元 中澤 勤 橋本 大海 参加しない　

22 ＧＯＺＡＬＡ ゴザラ STX160X 飯坂 通 玉井 良明 市原 清 小関 哲也 参加しない　

23 ＩＢＫ アイビーケー STX160LX 入倉 悠平 佐藤 隆博 伊藤 克広 渡部 亜美 参加しない　

24 利根川クラブ トネガワクラブ ウルトラLX 稲葉 裕介 石川 伸二 鶴見 秀幸 笹原 宏明 三上 建 参加しない　

25 チーム　稲坂なし園 チーム　イナサカナシエン STX-15F 古本 貢一 稲坂 敏幸 大三川 明男 古本 貢平 参加する　

26 チーム新潟２軍 チームニイガタ2グン STX-15F 馬場 賢治 矢代 隼人 飯田 直也 坂上 寛史 原口 正之 参加する　

27 利根川ビックボーイズ STX-15F 梶谷 崇士 山中 力 三上 定裕 砂盃 肇 野本 直樹 木暮 貴志 参加する　

チーム名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 第4ライダー 第5ライダー 第6ライダー


