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001 赤-1 １oｒ４ ◎ 福井 新 オリジンラボレーシング 積車
7 赤-1 １oｒ４ ● 中川 賢一 Seed R acing 積車
8 赤-1 １oｒ４ ▲ 西田 勝彦 SHOP KIMURA 自走
9 赤-1 １oｒ４ 松本 智重 TOMO's  Factory 自走
10 赤-1 ２or５ ◎ 田中 聡史 Garage Act 積車 年間
11 赤-1 ２or５ ● 井上 浩孝 トレカート 自走 年間
12 赤-1 ２or５ ▲ 吉岡昭人 PISTON WORKS 自走 年間
44 赤-1 ２or５ 大城圭司 ガレージAct 積車
13 赤-1 ３or６ ◎ 村上大五郎 ピストンワークス 自走 年間
14 赤-1 ３or６ ● 岡田　真史 JIMCREW 自走
15 赤-1 ３or６ ▲ 磯部　真 C-がっちゃ 積車
005 赤-2 ３or６ ◎ 田中　裕紀 ファームレーシング 自走 年間
16 赤-2 ３or６ ● 宮井　裕之 Jointworks 積車 年間
17 赤-2 ３or６ ▲ 浜中　雅人 クイック　レスポンス 積車 関東
003 赤-2 ２or５ ◎ 山本 りょう マラカス 積車
18 赤-2 ２or５ ● 植村 達也 JOWS 積車 年間関東
19 赤-2 ２or５ ▲ 湯浅高明 It's 積車
20 赤-2 ２or５ 伊藤 輝昭 4x4 CRAZE 積車
21 赤-2 １oｒ４ ◎ 石川隆弘 4X4MESAAOGAKI 積車 年間
22 赤-2 １oｒ４ ● カメダ ナオヒロ MO・NA・KAっ！？ 積車
23 赤-2 １oｒ４ ▲ 水野 耕路 Red Spirits Racing 積車 年間
24 赤-2 １oｒ４ 大西 秀 なんちゃってオフローダー 積車
002 青-1 ３or６ ◎ 福井 瑳久磨 オリジンラボレーシング 積車
25 青-1 ３or６ ● 中村嘉成 トレカート 自走 年間
26 青-1 ３or６ ▲ 西脇雄平 ファームレーシング 積車 年間
27 青-1 ３or６ 大西 秀志 なんちゃってオフローダー 積車
28 青-1 ２or５ ◎ 吉田 宏 ファームレーシング 積車 年間
29 青-1 ２or５ ● 葛谷昌己 トレカート 自走 年間
30 青-1 ２or５ ▲ 榎本 由貴緒 積車
31 青-1 ２or５ 北風 宏治 西山工場 積車
32 青-1 １oｒ４ ◎ 畑中雅俊 A's racing trial team 積車
33 青-1 １oｒ４ ● 木村 尚義 SHOP KIMURA 積車
34 青-1 １oｒ４ ▲ 安達直道 自走
004 青-2 １oｒ４ ◎ 小谷晋也 アクセルワーク 積車 年間
35 青-2 １oｒ４ ● 青木泰博 トレカート 自走 年間
36 青-2 １oｒ４ ▲ 小野 明文 イースタンレーシング 積車 年間
006 青-2 ２or５ ◎ 山本 真也 マラカス 自走
37 青-2 ２or５ ● 高橋 啓介 BulldogPattern 積車
38 青-2 ２or５ ▲ 谷　幸男 よろこんで 積車
39 青-2 ２or５ 大谷　康 G2オートサービス 牽引
40 青-2 ３or６ ◎ 飯田真也 Seed Racing 自走
41 青-2 ３or６ ● 中嶋哲司 It's 積車
42 青-2 ３or６ ▲ 佐藤　直彦 ゲリラトライアル 積車 年間
43 青-2 ３or６ 兒山 光 COLORS 積車
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