
参加          名     車種      選手 選手 選手 選手 選手 

        福岡                   東 徹也 南 義人 久保 登夫 野田 友治
        福岡                   中野    迫田 香織 長田 和枝 川尻 亜梨紗
        道田建機                    道田 達郎 行武 和宏 江田 克登世
                        南風走龍             植田 達郎 池邊 仁志 江崎 潤一郎
                                  山田 秀人 樋口 孝明 土岐 誠
        南海           号            金丸 高史 福元 伸太郎 中山 雄介 白石 充宏 玉城 健太郎
        南海           号            川本 宗平 宮明 洋一郎 長野 充希 鳴海 翔太 杉山 昇太郎
                波平一家               原 裕介 木下 敦稔
           鈴鹿    本町                 安藤 勝司 三谷 信代 遠山 一彦
                              島 豊喜 中島 寛康 中島 慎作
                    迷彩 号            寺田 秀人 柄本 憲司 大村 元二
                                    吉岡 浩 西 憲之 森川 和彦 山川 栄三
                                     辻 雄太 向井 聡 上島 貢 松野 文弥
             鈴鹿                   有吉 輝芳 信近 靖将 上西 英仁
                         国際 級 賞典外           狗巻 大介 森 賢哉 腰山 武史 玉田 耕司
         福岡                            山下 浩司 北野 元祥 平川 裕史
                                      佐藤 正弘 森山 和則
     野郎            沖縄野郎             西澤 耕治 川田 修三 上田 裕司 上田 武道
           新 吉宗            渕上 真二 古賀 篤志
     突撃                          高橋 健一 太田黒 健介 工藤 嘉朗
         整備不良             土師 雅崇 佐藤 輝年 猪原 健司
         整備不良  安全              福田 誠 吉永 慎吾 足立 哲夫
                      新撰組             南 博之 妹尾 幸治 久積 基宏
              波平一家              池松 純司 山口 貴士 宮崎 健一
              徳留 弐号機             新屋 達也 内田 秀俊
              徳留 初号機             瀬戸山 禅 松田 錦 徳留 和樹
                           有田 光 谷本 音虹郎
                                  松尾 敦 児玉 幸男 山本 要 山浦 司
                              沖田 幸一 伊東 道敏 田尻 克行
         攻銀                  川上 敦義 川上 誠一
         山口建設    屋          永島 潤太郎 山口 忠人
                                        大山 洋二 堀野 博文 田代 孝尚
                               大西 健太 吉野 稜平
                   和                   柳 征宏 小柳 修 徳永 圭一
         隆信機設陸上部 鹿児島荷役海陸運輸            内島 秀樹 樋高 三好 森山 強
                           片山 千彩都 浦野 悠成
              熊本           柳田 真也 芹川 智明 櫻井 仁朗
                          井上 顕章 松永 稿一 笹本 大樹 渡辺 泰行
        沖縄野郎                           仲村 瑛冬 仲村 忠太郎 仲村 忠丸
                               敷津 龍己 後藤 慎太郎
                                 渡辺 大輔 赤池 翔太
                            中村 卓智 小林 繁 岩口 哲也
                                        小方 真二 川村 広樹 黒木 玲徳 田尻 悠人
         強力馬力単車軍団                    斎藤 友信 福田 昌行 眞子 猛
                 古賀商店 野瀬電機            松山 秀男 古賀 真一 野瀬 正嗣
            鈴鹿                       池口 洋地 平澤 亮
            鈴鹿                       安福 央樹 高松 宏幸
                              大庭 康志 藤本 雅之
                                        三宅 貴信 加藤 俊之 丸山 英樹 丸山 英樹
                             鈴池 修武 中村 光 岳 栄一
                                     倉鍵 彰宏 倉鍵 友宏
                           運輸             杉島 潤 岡本 正広 里 征史
                                  今林 宣裕 原田 孝幸 高田 光泰
                     屋                  奈良 信弘 下山 涼 吉谷 悟
                                  山下 忠之 加藤 朋樹 坪井 朝昌
                                    山本 隆宏 長田 滋 松井 健二
                               石井 俊行 石丸 英一 高田 一浩
                 福岡   店              梅永 仁実 吉久 敬 冨永 新一
                          原口 裕治 遠藤 明
    海                     木下 大輔 持田 英延 宮原 和也
                                  村上 純 津留 浩一郎 竹内 吉弘
                    改            谷川 祐一 片橋 幸貴 松井 洪弥
     攻銀                   赤池 孝之 和田 憲男
                              後藤 弥之祐 原中 栄志 茅野 一喜
                              腰山 峰子 玉田 美恵 狗巻 範子


