
エントリー総数 25 チーム

No. Team Frame Driver 1 Driver 2 Driver 3 Driver 4 Driver 5 Driver 6 Driver 7
1 TEAM EMATY & PWC TONYKART 中村 真志 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 中小路 良輔 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾘｮｳｽｹ 阿部 光 ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ

2 SYNERGY TECNO 下地 勝也 ｼﾓｼﾞ ｶﾂﾔ ｶﾞｯﾂ城内 ｶﾞｯﾂ ｼﾞｮｳﾅｲ 奈良 竜一 ﾅﾗ ﾘｭｳｲﾁ 髙口 大将 ﾀｶｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ TBN

3 - 佐藤 蓮 ｻﾄｳ ﾚﾝ 三宅　淳詞 ﾐﾔｹ ｱﾂｼ 太田格之進 ｵｵﾀ ｶｸﾉｼﾝ

4 TEAM ReN 三村 壮太郎 ﾐﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ 長渕 ReN ﾅｶﾞﾌﾞﾁ ﾚﾝ 佐々木 大尭 ｻｻｷ ﾋﾛﾀｶ 久富 圭 ﾋｻﾄﾐ ｹｲ

5 リオのカーニバルかすやに集合だ Sodi 遠藤 照剛 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞｳ 下野 璃央 ｼﾓﾉ ﾘｵ 下野 英磨 ｼﾓﾉ ｴｲﾏ 下野 麻衣 ｼﾓﾉ ﾏｲ

6 C.O.B 3号 INTREPID 最所 忠 ｻｲｼｮ ﾀﾀﾞｼ 尊田 燿輔 ｿﾝﾀﾞ ﾖｳｽｹ 塩崎 ゴリラ ｼｵ ｺﾞﾘﾗ 高山 徹 ﾀｶﾔﾏ ﾄｵﾙ

7 NEXT-ONE Racing 1 TONYKART 東 拓志 ｱｽﾞﾏ ﾀｸｼ 金本きれい ｶﾈﾓﾄ ｷﾚｲ 橋本直樹 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ

8 NEXT-ONE Racing 2 TONYKART 渡邊雅人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 綿谷佳之 ﾜﾀﾔ ﾖｼﾕｷ 山田孝夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ

10 ベテラン３人組 KOSMIC 伊藤 泰久 ｲﾄｳ ﾔｽﾋｻ 西尾 和早 ﾆｼｵ ｶｽﾞｻ 浜野 宏 ﾊﾏﾉ ﾋﾛｼ

12 ＳＴＲＡＴＯＳ TONYKART 京竹 健吾 ｷｮｳﾀｹ ｹﾝｺﾞ 岩崎 有矢斗 ｲﾜｻｷ ｱﾔﾄ 安堂 祐 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 三島 優輝 ﾐｼﾏ ﾕｳｷ 谷岡 力 ﾀﾆｵｶ ﾘｷ

13 TOMMY INDUSTRY 冨田 蓮 ﾄﾐﾀ ﾚﾝ 原田 寛太 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾝﾀ 横井 俊祐 ﾖｺｲ ｼｭﾝｽｹ

21 MOMOX TAIWAN KOSMIC 鄭 木川 ﾃｲ ｷｶﾜ 黃 文良 ﾎｱﾝ ｳﾝﾘｱﾝ 鄭 徳欣 ﾃｲ ﾄﾞｯｼﾝ

23 ダビデ・フォレとゲーマーが２人 村岡 義則 ﾀﾞﾋﾞﾃﾞ ﾌｫﾚ 山田 和輝 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 坂本 秀平 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ

24 Ｃ．Ｏ．Ｂ－ＫＡＲＴ　水曜会 碓井 剛 ｳｽｲ ﾂﾖｼ 城間 敬英 ｼﾞｮｳﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 松田 昌巳 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾐ

27 ハラダカートクラブ FA KART 黄 子陽 ﾎｱﾝ ｼﾞﾔﾝ 藩 崙台 ﾊﾞﾝ ﾙﾝﾀｲ 簡 宏仁 ｼﾞｪﾝ ﾎﾝﾆﾝ

28 チーム近藤レーシング TONYKART 大山 学 ｵｵﾔﾏ ﾏﾅﾋﾞ 近藤 正巳 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾐ 辻村 正和 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 兼子 直樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 兼子 しのぶ ｶﾈｺ ｼﾉﾌﾞ 寺尾 宏幸 ﾃﾗｵ ﾋﾛﾕｷ 清水 憲 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ

33 Team MIE 山本 左近 ﾔﾏﾓﾄ ｻｺﾝ 林　朋大 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 石垣 和哉 ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞﾔ 高村 宏弥 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛﾔ 山中 浩政 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾏｻ 松浦 優一 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｲﾁ

44 チーム高校生 TONYKART 居附 明利 ｲﾂｷ ｱｷﾄ 嶋田 隼人 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 門田 翔成 ｶﾄﾞﾀ ｼｮｳｾｲ

46 Team OK powered by FUJII KOMUTEN INTREPID 山田 杯利 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｲﾘ 平良 響 ﾀｲﾗ ﾋﾋﾞｷ 奥住 慈英 ｵｸｽﾞﾐ ｼﾞｴｲ 森山 冬星 ﾓﾘﾔﾏ ﾄｳｾｲ

52 Team Lefty TONYKART 中島 靖彦 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾋｺ 秋山 辰男 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂｵ 浅野 央登 ｱｻﾉ ﾋｻﾄ 田中 宏明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ

59 ENIGMA WINNOW CROC PROMOTION 米倉 英輝 ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞｷ 加藤 翔馬 ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ 浦田 裕喜 ｳﾗﾀ ﾕｳｷ 岩堀 巧 ｲﾜﾎﾘ ﾀｸﾐ 田村 善昭 ﾀﾑﾗ ﾖｼｱｷ

74 Y's Factory Racing KOSMIC 大橋 郁元 ｵｵﾊｼ ｲｸﾓﾄ 横井 正樹 ﾖｺｲ ﾏｻｷ 岩瀬 智哉 ｲﾜｾ ﾄﾓﾔ

88 RMC TAIWAN KOSMIC Kao Jie ｶｵｼﾞｨｴ Chou YanChen ﾁｮｳﾔﾝﾁｪﾝ Hong Sheng Ya ﾎﾝｼｪﾝﾔ

89 TEAM HIRANO KOSMIC 森朴 繁樹 ｼﾝﾎﾞｸ ｼｹﾞｷ 平野 晴夫 ﾋﾗﾉ ﾊﾙｵ 武田 淳 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ 衛藤 秀喜 ｴﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 安達 慶真 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾅｵ 城戸 太陽 ｷﾄﾞ ﾀｲﾖｳ

108 Prime Works TONYKART 倉鹿野 厚 ﾊﾏﾉ ﾀｲﾎｳ 武田 雄一 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千代 勝正 ﾁﾖ ｶﾂﾏｻ 関岡 俊樹 ｾｷｵｶ ﾄｼｷ 柿本 義行 ｶｷﾓﾄ ﾖｼﾕｷ
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