
 2021MFJ全日本エンデューロ選手権シリーズ　　年間指定ゼッケン
<2021. 3.27>

1 釘村 忠 100 安喰 好二 300 小島 竹輝 400 杉原 幸信 200 松本 亜希子

2 鈴木 健二 101 山西 利康 301 野頭 勝敏 401 竹田 昇太 201 高見 智代

3 保坂 修一 102 福岡 直樹 302 佐竹 竜昇 402 島田 和幸 202 太田 晴美

4 前橋 孝洋 103 産方 卓也 303 伊原 巧 403 齊藤 勲 203 和田 綾子

5 太田 幸仁 104 佐藤 慶一 304 尾崎 豊 404 畑中 俊昭

6 内山 裕太郎 105 日野 祐介 305 黒岩 良夫 405 佐藤 雄一

7 飯塚 翼 106 鈴木 康司 306 脇田 哲志 406 鈴木 海斗

8 齋藤 祐太朗 107 草木 幸多郎 307 内山 泰臣 407 吾田 誠

9 榎田 諒介 108 平野 拓実 308 島根 寛光 408 角田 順哉

10 石戸谷 蓮 109 勝田 貴裕 309 山下 禎之 409 田中 大貴

11 渡會 修也 110 和田 考平 310 松山 武史 410 齊藤 佑輔

12 熱田 孝高 111 山口 昌也 311 三浦 壮大 411 青木 正樹 I A ・ ・ ・ ・ ・ 1～99番

13 神馬 匠 112 月原 邦浩 312 佐藤 剛 412 馬庭 隼人 I B ・ ・ ・ ・ ・ 100～199番

14 在原 勉 113 村上 洸太 313 春山 幸博 413 武田 三十郎 ウィ メ ンズ ・ ・ ・ ・ ・ 200～299番

15 赤堀 吉功 114 314 片倉 尚輝 414 田中 将夫 ナショ ナル A ・ ・ ・ ・ ・ 300～399番

16 中島 章悟 115 増田 健太 315 秋元 洋 415 玉木 康成 ナショ ナル B ・ ・ ・ ・ ・ 400～599番

17 荒川 一佳 116 伊藤 智耶 316 向坊 拓巳 416 島田 優 承認B ・ ・ ・ ・ ・ 600～699番

18 大神 智樹 117 富永 陽平 317 中島 章裕 417 石井 開都 承認C ・ ・ ・ ・ ・ 700～799番

19 沼田 誠司 118 嶋根 翔 318 横山 悦之 418 吉川 弘幸 ジュ ニア ・ ・ ・ ・ ・ 800〜899番

20 佐伯 竜 119 小池 良平 319 金田 拓典 419 高橋 輝志 ※ジュ ニアのゼッ ケンは白地に黒文字、 NBと 同じ と する。

21 松井 航 120 田中 弘行 320 近藤 香織 420 谷岡 志郎 ※指定ゼッ ケン対象以外の選⼿のゼッケン番号は、

22 尾崎 友哉 121 渡邉 宙 321 齋藤 俊輔 421 大竹 將之 最初にエント リ ーし た⼤会の主催者が指定します。

23 新沼 光 122 菅原 悠花 322 菊池 領 422 井出 大輔

24 近藤 有介 123 木口 雄介 323 沖中 祐輔 423 門間 弘志

25 菅原 勇太郎 124 中村 裕 324 大森 亘 424 島貫 章

26 大川 誠 125 小谷 昇 325 松山 哲也 425 中段 直孝

27 真田 治 126 前田 孝志 326 山口 智 426 細矢 裕生

28 阿部 道夫 127 小山 孝尚 327 森 慎太郎 427 小舘 康人

29 岩本 徳雄 128 北村 久志 328 菊池 孝之 428 中嶋 淳

30 佐藤 裕二 129 伊藤 聖春 329 飯塚 純 429 余谷 侑耶

31 後藤 敏文 130 坂本 裕輔 330 佐野 裕紀 430 門田 寛仁

I nt er nat i onal  A I nt er nat i onal  B Nat i onal  A Nat i onal  B WOMENS
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 2021MFJ全日本エンデューロ選手権シリーズ　　年間指定ゼッケン
<2021. 3.27>

32 池町 佳生 131 毛利 雅一 331 泉谷 之則 431 猪島 慶 464 上川 良樹

33 半谷 尚政 132 杉野 稔 332 湯本 泰三 432 緒方 大輔 465 山本 嵩大

34 倉光 大輔 133 酢崎 友哉 333 山﨑 政一 433 鈴木 太輔 466 小川 湧太郎

35 渡邉 誉 134 飯田 晃久 334 大石 紀伸 434 渡辺 洋平 467 西藤 信治

36 中島 卓裕 135 田村 公邦 335 菅野 佑治 435 円井 隆仁 468 杉村 晋吾

37 今野 保幸 136 萩野 優介 336 徳原 一彦 436 佐々木 克典 469 篠原 誠

38 中江 優介 137 横沢 諒太 337 網本 忠幸 437 中川 信幸 470 尾張 展央

39 戸田 学人 138 田崎 一磨 338 松本 竜二 438 白鳥 貴久 471 坂本 士朗

40 冨永 たすく 139 北谷 智実 339 東 敏夫 439 渡邉 大介 472 小野 佑太

41 行武 邦浩 140 清水 雄一 340 上野 高盟 440 望月 軌利 473 森 保親

42 大橋 銀河 141 長嶋 雅士 341 田中 浩二 441 中谷 彰良 474 藤木 一真

43 西村 泰治 142 藤村 昴矢 338 加藤 浩介 442 和田 雅良 475 竹崎 暢臣

44 橋口	 元 143 安居 広志 339 林 兼司 443 常盤 達也 476 沼田 基孝

45 水上 泰佑 144 新地 和幸 340 向井 直樹 444 小牧 利章 477 我有 紘彰

145 石部 昌吾 341 松下 典弘 445 小櫛 太一 478 中鶴 良

146 黒田 賢一 446 山本 壮大 479 丹羽 洋介

147 甲斐 貴久 447 久保田 英 480 野城 良浩

148 青木 琥珀 448 澤田 麻衣子 481 山本 礼人

149 鈴木 敏信 449 針木 康行 482 川畑 晃司

150 中村 博夢 450 澤田 健 483 松岡 辰翔

151 坂口 智洋 451 大滝 悠輔 484 亀井 洋亜

152 河村 広志 452 鷲巣 直士 485 光勢 和哉

153 岡山 秀行 453 羽田 強一

154 馬場 崇行 454 三田  晋

155 佐久間 吉紀 455 佐藤 裕紀

156 寺岡 順平 456 岡 伸郎

157 渡邊 浩一 457 吉荒 輝明

158 菊地 俊廣 458 山中 和之

159 池田 幸治 459 北山 翔馬

160 萩原 裕之 460 前田 俊宏

161 新宮 浩平 461 横井内 哲也

162 宮崎 吾	 462 久保田 和彦

163 廣林 学 463 一井 昭太
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