
秋山  將之 AR150-6 関東-3 勝井  基明 SR 関西-1 中部-1

秋吉  耕佑 AR150-4 東北-6 金瀬  公浩 AR150-3 九州-1

上松  淳一 SR 関東-1 東北-1 兼内  浩二 AR150-4 関西-1

上松  淳一 MR200 関東-7 川井  聖一 MR200 関東-5 東北-5

芦馬  義裕 AR300 九州-1 関西-1 川西  慶典 AR150-6 中部-1 関東-5

阿部  俊太朗 MR200 東北-2 神田  幸治 AR150-9 関東-4

有野  和哉 AR150-3 関西-4 北村  寿春 AR150-7 関東-1

安藤  和久 MR300 中部-1 関西-2 北邨  亮一 AR150-3 関西-2

安藤  勝洋 AR150-1 東北-5 橘川  知 MR300 関東-6

安藤  達也 AR150-4 中部-3 関西-3 木村  英司 AR150-6 中部-1

安藤  寿啓 AR150-1 中部-3 関西-3 木村  隆哉 AR150-1 関東-4 東北-3

飯田  信幸 AR150-2 関東-8 木村  嘉孝 AR150-3 中部-2 関西-5

家近  明 AR150-6 関東-2 清塚  佳正 AR150-6 関東-5

池上  征爾 AR300 関東-1 木綿  紀文 AR150-1 関西-1 中部-1

池田  雅人 AR150-7 関西-1 中部-2 郷田  鉄生 AR150-1 東北-6

池田  亮一 HTA300 中部-1 郷田  鉄生 AR150-3 東北-1

石井  孝幸 AR150-6 関西-1 児玉  博行 MR200 関東-11 東北-7

石崎  徹 AR150-1 関東-8 小西  範揚 SR 九州-1

石橋  義明 MR200 関西-5 小林  一哉 AR150-3 関東-7

石原  敏夫 AR200 中部-1 斎藤  和彦 MR300 関東-2

井手  一英 H200 九州-1 齋藤  健一 AR150-4 関東-1

伊藤  広一 AR150-6 東北-3 齋藤  慎輔 AR150-4 東北-1

伊藤  聡夫 AR150-4 関東-3 齋藤  隆之 MR200 関東-4 東北-6

井納  直之 MR200 中部-3 関西-3 嵯峨  正人 SR 関西-3 中部-2

井上  達矢 MR200 関西-1 坂口  誠 AR150-4 中部-1

猪股  義周 AR150-3 関東-2 中部-4 坂根  潮 AR150-3 関西-3

今田  雅則 AR150-6 関西-3 佐藤  純一 AR150-3 関東-1

上田  新二 AR150-2 関東-4 佐藤  拓哉 SR 東北-2

宇川  徹 SR 関東-4 佐藤  正治 AR150-4 東北-5

内田  睦滋 AR150-4 関東-6 佐藤  元希 AR150-2 関東-8

内山  剛敏 SR 九州-2 真田  敏宏 AR150-7 中部-1

内海  直亮 MR200 関東-9 猿渡  清司 MR300 関東-1 東北-1

内海  直亮 AR150-2 関東-6 篠原  裕明 HSR 関西-1

枝  聡子 ARL 関東-1 柴崎  明 AR150-2 東北-1

榎  克哉 AR150-1 中部-6 関西-6 首藤  勝行 MR300 九州-1

大蔵  峰樹 MR200 中部-1 関東-2 東北-3 庄子  毅 AR150-3 関東-4

大嶋  俊一 AR150-3 関西-1 中部-2 関東-6 諸國  眞太郎 H200 関西-1

太田  恭平 AR150-6 関東-7 銀  友明 AR150-5 関東-3

奥井  敏弘 AR150-3 関西-6 菅井  勝彦 AR150-4 関東-2

奥井  敏弘 AR150-5 関西-1 杉谷  英二郎 AR150-5 関東-6

小野  勝明 MR200 関東-2 東北-1 杉原  国太郎 SR2 関西-3

恩田  照秋 AR150-2 関東-3 鈴木  桂太郎 AR150-2 関東-1

※ 東北地区は上記以外でも救済措置として過去の参戦実績によりCHAMPION CUPの参加が可能となる場合があります。
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鈴木  隆士 AR200 関東-1 長谷川  宏志 AR150-3 中部-1

鈴木  俊之 MR200 関東-10 花山  朱鷺人 AR150-1 関東-2 中部-4

鈴木  了 SR2 関西-2 濱浪  恭次 AR300 関西-2

須永  裕貴 AR150-1 東北-2 早坂  明彦 AR150-4 東北-4

瀬間  辰郎 SR2 関東-1 林  亮 AR150-3 関東-5

曽根  慎一郎 MR300 関東-8 原口  忠治 AR150-1 関東-3

高田  秀一 AR200 九州-1 常陸  真 AR150-4 東北-2

高谷  賢司 MR200 関西-2 平木  やすひろ AR250 九州-1

高梨  宏幸 MR200 関東-1 中部-2 廣畑  実 AR150-6 東北-2

高橋  章仁 AR150-6 東北-1 深野  泰章 AR150-7 関東-3

髙橋  拓也 SR 関東-2 東北-2 藤井  聖和 MR200 関東-6

高橋  秀昭 SR 関東-3 古永  義文 AR150-1 中部-5 関西-5

高松  学文 MR200 九州-1 古谷  健 AR150-1 関東-5 東北-3

髙山  雅人 AR150-1 関東-6 穂坂  真一 MR200 関東-8 東北-4

竹田  宏紀 MR200 関西-3 細井  明宏 AR150-3 関東-3

竹中  哲也 AR150-9 関東-2 ぼっこ AR150-7 関東-2

武野  健一郎 AR150-4 関西-2 前間  立士 AR150-1 九州-2

武信  慎也 HTA200 九州-1 牧野  浩彦 AR150-9 中部-1

竹葉  隆一 AR150-9 関西-1 正藤  達也 AR150-1 東北-1 関東-11

田中  康之 MR300 関西-4 松井  修 AR150-1 関西-2 中部-1

谷脇  俊樹 AR150-2 中部-1 関東-7 水口  清隆 MR300 関西-3 中部-2

たのけん AR200 東北-1 宮内  良一 AR150-5 関東-5

たのけん AR150-6 関東-1 宮本  純 SR2 関西-1 中部-1

地場  直 MR300 関東-5 村上  修 MR300 関東-9

塚本  新一 SR 関西-2 村上  剛久 AR150-9 関東-3

鶴田  淳 SR 関東-5 村阪  和俊 SR 関西-5

鶴田  善久 AR150-5 関東-2 村山  達彦 AR150-9 関東-1 中部-2

富田  孝志 MR300 関東-3 銘苅  翼 MR200 関東-12

中井  庸介 MR300 関西-1 森本  聖 AR150-5 関東-1

長島  三治 SR 東北-4 森山  幸彦 AR150-4 東北-3

中條  進康 AR150-2 関東-5 山内  浩司 AR150-4 九州-1

中野  信太郎 AR150-4 中部-2 関東-5 山形  茂 SR 関東-6

中村  謙介 AR150-1 九州-1 山口  仙祐 AR150-6 関西-5

鍋山  孝治 AR150-1 関西-4 山路  健史 MR300 東北-2

西尾  考弘 AR150-6 関東-7 吉川  伸介 AR150-6 関西-4

西田  廉 AR150-9 関西-1 和田  尚之 AR150-5 関東-4

西村  哉毅 AR150-6 関西-2 中部-3 渡辺  秀則 AR150-4 関東-4

野澤  俊輔 AR150-1 関東-1 渡辺  幸雄 AR150-2 関東-2 東北-2

灰本  哲也 SR 関西-4 渡辺  洋一郎 MR300 関東-7

橋本  和久 AR150-6 関東-4

橋本  和也 AR150-1 関東-7

橋本  純 MR300 関東-4

※ 東北地区は上記以外でも救済措置として過去の参戦実績によりCHAMPION CUPの参加が可能となる場合があります。
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