
Ｎｏ． クラス ライセンス 年齢 所在 チーム メーカー モデル タイヤ
3 WT 第1 坂尾 智博 国内 55 大阪府 ｍｉｓｏｌｕｔｉｏｎ Kawasaki Ninja250 PI

第2 後呂 好員 国内 59 奈良県
第3 山本 秀次 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 49 大阪府

4 WT 第1 竹川 公介 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 38 広島県 ＳＭＲＴ：スマートレーシング＆アッキー Honda CBR250RR DL
第2 米川 充 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 61 広島県
第3 秋月 誠人 国内 52 大分県

5 NST-Ninja-SL/CBR 第1 衛藤 政憲 国内 53 大分県 ｏｖｅｒ５０＆Ｓｐｉｄｅｒ－Ｍａｎ Kawasaki Ninja250SL BS
第2 中畑 啓太 国内 45 大分県
第3 沼田 雅史 国内 23 福岡県
第4 沼田 光一郎 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 52 福岡県

7 NST-Ninja-SL/CBR 第1 林 幸洋 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 37 福岡県 ＲＳＧレーシング Kawasaki Ninja250SL PI
第2 川畑 智敬 国内 49 福岡県
第3 野間 一綺 国内 18 福岡県

8 NST-Ninja 第1 山下 洋和 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 30 福岡県 ＴｅａｍＫＡＫＥＲＵ＆Ｒ．Ｐ．ＷＩＴＨ Kawasaki Ninja250 BS
第2 小野 翔 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 21 福岡県
第3 中根 悠輔 国内 29 福岡県

12 WT 第1 堀川 正光 国内 55 佐賀県 ステップワン＆ユニバーサル Kawasaki Ninja250 PI
第2 武田 弘明 国内 52 福岡県
第3 山領 弘紀 国内 58 佐賀県
第4 貴志 耕治 国内 50 佐賀県

15 NST-R25 第1 宮本 強史 国内 47 大阪府 ＫＭⅡ☆ＶＥＧＡ　ＳＰＯＲＴＳ＋Ｇ－ＴＲＹ YAMAHA YZF-R25 BS
第2 高田 晋煥 国内 47 大阪府
第3 和田 憲史郎 国際 40 大阪府

18 NST-Ninja25R 第1 江崎 誠志 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 43 福岡県 チームモトボーイ Kawasaki ZX-25R BS
第2 本山 秀伸 国内 65 福岡県
第3 田中 浩哉 国際 50 福岡県

25 NST-Ninja 第1 青柳 凌 国内 23 福岡県 ストラテジー＆モトリレーション Kawasaki Ninja250R PI
第2 前田 勇介 国内 40 福岡県
第3 蒲谷 朋大 国内 50 福岡県
第4 城 智人 国内 46 福岡県

27 NST-Ninja25R 第1 太田 善之 国内 58 福岡県 ＴｅａｍＷＩＴＨ８７ＫＹＵＳＨＵバトラックス Kawasaki ZX-25R BS
第2 西嶋 修 国際※ 50 福岡県
第3 太田 達也 国際 32 福岡県

28 NST-Ninja-SL/CBR 第1 佐々木 猛治 国内 50 福岡県 ＴＥＡＭ　ＷＩＴＨ　＆　ＭＡ Kawasaki Ninja250SL BS
第2 森 真由美 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 23 福岡県
第3 花田 修一 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 47 福岡県

32 WT 第1 江口 兼慎 国内 23 福岡県 ＲＩＤＥＲ’Ｓ＆ｔｓＦＡＲＭ＋ＢＲＡＩＮＳ Kawasaki Ninja250 BS
第2 中野 大輔 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 32 福岡県
第3 松崎 克哉 国際 24 兵庫県

33 WT 第1 西岡 達也 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 53 愛媛県 侍レーシング＊ホンダドリーム松山南インタ Honda CBR250RR PI
第2 三好 祐輝 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 37 愛媛県
第3 中村 仁 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 56 愛媛県
第4 宅見 英樹 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 47 愛媛県

34 NST-Ninja 第1 山浦 正司郎 国内 15 熊本県 ＴｅａｍＷＩＴＨ８７ＫＹＵＳＨＵバトラックス Kawasaki Ninja250 BS
第2 向井 譲 国内 47 福岡県
第3 山浦 司 国際 49 熊本県

37 NST-Ninja25R 第1 塚本 昭一 国際※ 60 兵庫県 Ｖａｍｏｓ ｗｉｔｈ ＰＳＫ＆ＹＳＳ・Ａ－ＴＥＣＨＲａｃｉｎｇ Kawasaki ZX-25R DL
第2 清原 明彦 国際※ 74 兵庫県
第3 後藤 恵治 国内 48 兵庫県
第4 井吉 亜衣稀 国際 20 福岡県
第5 岩戸 亮介 国際 23 熊本県

38 NST-Ninja-SL/CBR 第1 吉武 基之 国内 52 大分県 おやじ爆走族　ｗｉｔｈ　Ｚｏｏｍ Honda CBR250R PI
第2 池田 秀成 国際※ 55 福岡県
第3 和田 稔 国内 49 福岡県

41 NST-Ninja 第1 和田 大貴 国内 28 福岡県 ＴＥＡＭ　ＷＩＴＨ　＆　ＭＡ Kawasaki Ninja250 BS
第2 丹下 好一 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 47 福岡県
第3 伊藤 亨 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 27 愛媛県

44 WT 第1 佐々木 英 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 50 福岡県 ＢＰＭレーシング Kawasaki Ninja250R PI
第2 三好 正人 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 55 福岡県
第3 百田 隆二 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 51 福岡県

52 NST-R25 第1 萩原 洋 国際※ 52 福岡県 ＢＳ☆グローリベア＆ＥＮＧ林 YAMAHA YZF-R25 BS
第2 宮崎 翔 ｼﾞｭﾆｱ 14 福岡県
第3 稲田 一夫 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 34 福岡県
第4 小屋敷 真 国際 42 鹿児島県

62 NST-Ninja-SL/CBR 第1 田中 義人 国内 54 福岡県 ステップワン＆ユニバーサル Kawasaki Ninja250SL PI
第2 鶴丸 彰文 国内 45 佐賀県
第3 中野 慎一 国内 43 福岡県
第4 陣内 秀雄 国内 48 佐賀県

69 NST-Ninja 第1 植垣 哲也 国内 52 大分県 チーム能塚＆カツキレーシング Kawasaki Ninja250 DL
第2 坂本 海 国内 23 大分県
第3 植垣 創平 国際 24 大分県
第4 伊東 通敏 国際 49 佐賀県

70 NST-Ninja25R 第1 岩田 和久 国内 46 大分県 ＷＩＴＨ　８７　ＫＹＵＳＨＵ　不動産部 Kawasaki ZX-25R
第2 奈須 敬司 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 47 大分県
第3 清末 尚樹 国際 20 大分県

87 NST-Ninja 第1 岸 博之 国内 37 兵庫県 ＴｅａｍＷＩＴＨ８７ＫＹＵＳＨＵバトラックス Kawasaki Ninja250 BS
第2 飯塚 友夫 国内 58 山口県
第3 柳川 明 国際 49 福岡県

91 NST-Ninja-SL/CBR 第1 遠藤 祐輝 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 25 愛媛県 サンヨーＲＴ＆ＧＲＩＦＦＯＮ Honda CBR250R DL
第2 喜井 優二 国内 59 愛媛県
第3 喜井 勝弥 国際 32 愛媛県

92 NST-R25 第1 山住 昇 国内 47 大阪府 ＯＭＲａｃｉｎｇ＋はたけやま鍼灸整骨院 YAMAHA YZF-R25 DL
第2 三由 昇平 国内 30 大阪府
第3 大林 正章 国内 55 大阪府
第4 満野 吉則 国内 48 大阪府
第5 明後 邦彦 国内 46 奈良県

94 WT 第1 田辺 久志真 国内 43 福岡県 アサヒコム＆現役復帰組Ｖｅｒ１．０ Honda CBR250RR DL
第2 北津留 建 国内 53 福岡県
第3 山元 隆嗣 国内 53 鹿児島県
第4 福田 崇 国内 50 福岡県

96 NST-Ninja 第1 黒田 実 国内 49 長崎県 チーム薫ｗｉｔｈＡＰＣＭ Kawasaki Ninja250 DL
第2 長浜 雅司 国内 58 大分県
第3 山崎 剛 国際 44 福岡県
第4 石田 智也 ﾌﾚｯｼｭﾏﾝ 31 長崎県

　国際※=大会特別規則第1章-第11条-（3）国内ライセンス扱いとする。 BS=ブリヂストン　DL=ダンロップ　PI=ピレリ　
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