
2021九州トライアル選手権シリーズ年間指定ゼッケン 2021年8月26日現在

No. Name 所属県 No. Name 所属県 No. Name 所属県 No. Name 所属県 No. Name 所属県

1 橋本　隆之 福岡 1 小川　翔 長崎 1 佐藤　貴幸 鹿児島 1 竹屋　泰 熊本 38 久島　宜記 宮崎

2 坂井　翔 長崎 2 高崎　潤 福岡 2 伊藤　勝彦 長崎 2 日高　正啓 宮崎 39 梅下　翔太 宮崎

3 坂井　裕輔 長崎 3 河津　浩二 福岡 3 西村　徹朗 長崎 3 岩永　繁美 長崎 40 村上　勲 熊本

4 濵邉　伶 長崎 4 中野　禎彦 福岡 4 片山　英之 福岡 4 高木　剛 福岡 41 柴山　奨栄 福岡

5 西　和陽 鹿児島 5 浦中　信宏 熊本 5 有馬　稔 福岡 5 甲斐　秀人 大分 42 甲木　飛向 福岡

6 小沼　侑暉 静岡 6 大塚　雅文 福岡 6 中山　義國 長崎 6 中原　勇紀 宮崎 43 高野　秀幸 鹿児島

7 工藤　靖幸 熊本 7 野中　剛 長崎 7 井上　弘治 長崎 7 永尾　貴幸 長崎 44 加藤　卓 福岡

8 橋口　智彦 長崎 8 森　純輝 大分 8 森冨　照昭 熊本 8 清河　良平 福岡 45 田中　才史 鹿児島

9 村上　功 福岡 9 渡部　修二 大分 9 椿本　陸 大分 9 井　貴祐 熊本 46 赤木　勝次 長崎

10 徳丸　新伍 宮崎 10 堀田　正三 福岡 10 浦川　正隆 福岡 10 田中　豊喜 大分 47 前田　洋志 長崎

11 本田　哲也 福岡 11 野崎　順一 宮崎 11 吉次　照男 福岡 11 桑津　宏紀 宮崎 48 坂田　士光 福岡

12 霜野　健一 熊本 12 前田　浩二 鹿児島 12 下鶴　元己 福岡 12 森　俊浩 宮崎 49 梶島　純一 福岡

13 赤嶺　大輔 長崎 13 藤崎　修平 福岡 13 宇都　智 福岡 13 守上　伸一 熊本

14 森　海盛 熊本 14 後藤　研一 鹿児島 14 助廣　修 福岡 14 朝倉　賢一 熊本

15 山口　晃一 鹿児島 15 大田　幸成 鹿児島 15 本田　正三 福岡 15 秋好　平思 大分

16 坂井　柚稀 長崎 16 松下　茂彦 福岡 16 森　浩三 大分 16 山中　寿範 宮崎 No. Name 所属県

17 池田　力 岡山 17 佐藤　定光 宮崎 17 清水　哲生 大分 17 石原　敬斗 福岡 1 村上　隆宏 福岡

01 小川　翔 長崎 18 黒田　賢一 熊本 18 穂積　政明 宮崎 18 森山　善法 鹿児島 2 坂口　雄彦 福岡

19 村田　憲昭 熊本 19 柳川　一 福岡 19 宗木　祐一 熊本 3 竹屋　泰 熊本

20 甲斐　貴之 大分 20 神田　隆幸 鹿児島 20 桑原　健昌 長崎 4 中山　好三 佐賀

21 山本　洋三 福岡 21 河野　信一 鹿児島 21 池上　正治 福岡 5 安河内　光俊 福岡

22 西　宏次 山口 22 清河　良平 福岡 22 山口　賢児 長崎 6 三浦　舞子 福岡

23 巣山　悟 宮崎 01 高濱　祐也 熊本 23 田中　良浩 熊本 7 大坪　洋一 福岡

24 中野　勝臣 大分 02 村上　由美子 福岡 24 皆元　一徳 鹿児島 8 久保山　誠司 福岡

25 山口　晃 福岡 03 浅川　悟 福岡 25 有永　勝士 大分 9 池上　正治 福岡

26 辰巳　貴俊 熊本 04 荒嶽　大紫郎 熊本 26 亀本　直 長崎 10 前園　泰志 鹿児島

27 鮫島　哲郎 鹿児島 05 細江　正昭 福岡 27 山下　大作 長崎 11 久島　宣記 宮崎

28 右田　光 熊本 06 大久保　智史 福岡 28 椎畑　幸三 鹿児島 12 岩城　洋一 宮崎

29 坂井　結太 大分 07 笹原　智紘 長崎 29 川野　準也 熊本 13 加藤　卓 福岡

30 毎熊　利信 長崎 30 飯塚　誠 熊本 14 飯塚　清士郎 熊本

01 村上　嘉章 熊本 31 塚崎　準也 長崎 15 坂田　士光 福岡

02 吉村　義一 福岡 32 西村　知誠 長崎 16 下瀬　剛 大分

03 加藤　慎太郎 熊本 33 堀　浩 熊本 17 関　麻衣 鹿児島

34 佐藤　勇士 宮崎 18 小山　修一 宮崎

35 柴　豊彦 長崎 19 豊永　康平 熊本

36 西村　平 佐賀 20 吉田　浩二 長崎

37 西村　洋平 長崎 21 西辻　理央 福岡

※IBクラス1位については申請昇
格の為、IB#1を割り当てておりま
す。
申請昇格をした場合でもゼッケン
番号の繰り上げはしません。

エンジョイ

IA IB NA NB・J

※2020年九州選手権シリーズポ
イントランキングを基に指定ゼッケ
ンを割り当てます。
ポイントランキングが同点の場
合、全日本選手権ランキング決定
基準（国内競技規則62頁）を基に

NB・J


