
AJSTCC2017 選抜メンバー表 2017/11/20

氏名氏名氏名氏名 所属チーム所属チーム所属チーム所属チーム 地区地区地区地区 地区

01010101 飯田　耕史 かにけん 九州 九州：サムクライムトライアル
02020202 隈元　洋一 チームカウンター 九州 関西：関西４×４ゲリラトライアル
03030303 井上　憲一 かにけん 九州 中国：チャイナカップトライアル
04040404 宮川　晴樹 わるのり 九州 兵庫：４ｘ４ＭＥＳＡ　ＡＯＧＡＫＩ　トライアル
05050505 高椋　和幸 RISE PROJECT 九州 関東：ブラストトライアル
06060606 塘口　研吾 アウトローヒリキ 九州
07070707 尾仲　慶佑　 かにけん 九州
08080808 西口　理一 菊永レーシング 九州
09090909 小野　達也 平トラ☆チルドレンズ 九州
10101010 清水　新太郎 ワニ－ズ4X4 九州
11111111 糸山　雄司 ホープスター 九州
12121212 米ヶ田　淳也 蜘蛛助 九州
13131313 加藤　善裕 アウトローヒリキ 九州
14141414 川端　丈智 ナンブオートレーシング 九州
15151515 上原　晃 アパッチ 九州
16161616 福井 新 オリジンラボレーシング 関西
17171717 福井 瑳久磨 オリジンラボレーシング 関西
18181818 山本 亮 Ｔｅａｍ　マラカス 関西
19191919 小谷 晋也 アクセルワーク 関西
20202020 田中 裕紀 FARM Racing 関西
21212121 山本 真也 Ｔｅａｍ　マラカス 関西
22222222 田中 聡史 Garage Act 関西
23232323 大西 秀志　 なんちゃってオフローダー 関西
24242424 吉田 宏 FARM Racing 関西
25252525 飯田 真也 Seed Racing 関西
26262626 大城 圭司 Garage Act 関西
27272727 中川 賢一 Seed Racing 関西
28282828 大西 秀 なんちゃってオフローダー 関西
29292929 中村 嘉成 トレカート 関西
30303030 佐藤 直彦 ゲリラトライアル 関西
31313131 高橋　啓介 BulldogPattern 中国
32323232 西脇　雄平 ファームレーシング 中国
33333333 日下　広史 クラブスワリスト 中国
34343434 兒山　光 ＣＯＬＯＲＳ 中国
35353535 丹田　成昭 土木小隊 中国
36363636 岸　照之 ぢむに～華激団 中国
37373737 安富　一夫 Ｔｅａｍ　ＳＭＡＴ 中国
38383838 山本　啓二 Ｔｅａｍ　マラカス 中国
39393939 井上　慶 クラブスワリスト 中国
40404040 國貞　智宏 ヒカリオートレーシング 中国
41414141 佐古　栄一 燻銀レーシング 中国
42424242 坂本　和昭 クラブスワリスト 中国
43434343 柏　祐紀夫 A's racing trial team 中国
44444444 松本　智重 A's racing trial team 中国
45454545 岡本　進 R374racing 中国
46464646 峯岡　英二 オリジンラボレーシング 兵庫
47474747 畑中　雅俊 A's racing trial team 兵庫
48484848 木村　尚義 SHOP KIMURA 兵庫
49494949 石川　隆弘 4X４MESA青垣&オフスタイル 兵庫
50505050 中嶋　哲司 It's 兵庫
51515151 岡田　真史 Jimcrew 兵庫
52525252 植村　達也 JOWS 兵庫
53535353 宮井　裕之 Jointworks 兵庫
54545454 平島　里治 スワラー 兵庫
55555555 堀田　正 マラカス 兵庫
56565656 湯浅　高明 It's 兵庫
57575757 亀田　尚広 ＭＯ・ＮＡ・ＫＡ！？ 兵庫
58585858 吉岡　昭人 piston works 兵庫
59595959 大谷　学 FARM Racing 兵庫
60606060 藤田　眞吾 SHOP KIMURA 兵庫
61616161 山下　幸平 岩間商会 関東
62626262 鈴木　晃大 跨軌家族 関東
63636363 井上　浩孝 トレカート 関東
64646464 葛谷　昌巳 トレカート 関東
65656565 有田　直木 岩間商会 関東
66666666 青木　泰博 トレカート 関東
67676767 宇野 良輔 トレカート 関東


