
2022九州モトクロス選手権シリーズ年間指定ゼッケン 2022年10月26日現在

インターナショナルオープン（国際B級） ナショナル（国内A級） ノービス（国内B級）

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

2 古川　洋昭 福岡 2 馬場　新一郎 佐賀 2 銘苅　潤 沖縄

5 齋藤　銀汰 千葉 8 黒田　貴広 福岡 4 柿田　幸大 長崎

9 溝口　寿希也 福岡 9 濵村　いぶき 長崎 8 竹本　悠作 熊本

11 榊　流星 山口 18 今岡　駿太 宮崎 9 柳田　真弥 宮崎

13 西岡　蒼志 香川 30 高原　央 福岡 10 由川　天馬 大分

14 仲田　輪二 鳥取 31 瀬戸山　司 鹿児島 11 行武　邦浩 福岡

15 村松　寿樹 山梨 39 菊川　竜哉 熊本 12 豊福　剛 福岡

17 高橋　央真 岡山 42 仲程　司 沖縄 14 川井　恭平 熊本

18 井上　永斗 山形 46 渡邊　康人 福岡 15 川下　哲之 福岡

19 原國　翼 沖縄 52 丸　哲則 宮崎 17 伊計　智矢 沖縄

21 山崎　創太 鹿児島 75 山﨑　雄太 鹿児島 18 箭野　良太 福岡

22 石井　勇輝 東京 101 坂元　洋樹 鹿児島 21 久松　一夫 福岡

23 千葉　蓮希 宮城 211 江夏　瀬凪 鹿児島 27 志喜屋　春太 沖縄

25 林　春日 熊本 221 河野　勝摩 福岡 29 平田　駿一 熊本

27 佐藤　右京 兵庫 226 野上　康弘 福岡 30 吉岡　勝 熊本

28 佐野　壮太 群馬 310 佐藤　則幸 宮崎 32 樋渡　岳 佐賀

32 大石　章瑛 兵庫 333 東　竜弥 熊本 33 小原　晃 宮崎

33 松木　悠 大阪 711 中西　裕太 福岡 37 上間　賢治 沖縄

43 飯沼　怜王 奈良 02 甲斐原　飛源 熊本 44 伊藤　善彦 福岡

45 光本　暁 岡山 46 田中　光 福岡

46 光本　伯 岡山 47 川上　文博 熊本

47 安居　克晃 福岡 52 緒方　正真 熊本

49 高橋　輝 千葉 55 木下　善夫 熊本

50 西村　明倫 佐賀 58 矢野　善政 宮崎

56 三角　真矢 宮崎 59 井寺　涼 熊本

58 川原　善幸 鹿児島 63 坂本　匠 福岡

84 村上　大和 埼玉 71 上田　恵司 熊本

89 鈴木　拓也 熊本 72 平良　俊斉 沖縄

524 石黒　利明 福岡 75 荒瀬　達也 熊本

78 河野　良太 福岡

88 山内　豪紀 福岡

95 谷　翼 熊本

97 坂井　毅志 熊本

99 佐野　新世 東京

106 中木原　純 熊本

110 伊藤　哲 福岡

111 奥本　勝哉 福岡

222 佐藤　薫 宮崎

241 伊豆原　煌大 兵庫

314 平井　幸修 熊本

618 高下　空大 福岡

914 樋口　博彦 福岡

952 渡邊　賢斗 熊本

全日本選手権　指定ゼッケン所持者

※2021年申請昇格の対象者ついては昇格前、昇格後の各クラスで番号を割り
当てております。
　欠番になった場合でも繰り上げはございません。

全日本MX九州大会のみ適用とします



2022九州モトクロス選手権シリーズ年間指定ゼッケン 2022年10月26日現在

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

1 高師　来駆 山梨 4 石松　隼太 福岡 4 池田　琉真 宮崎

5 	吉田　凌駕 愛知 11 石坂　夏斗輝 宮崎 8 田崎　瑛斗 宮崎

6 今岡　陸駆斗 宮崎 12 今岡　陸駆斗 宮崎 9 松浦　樹吏 福岡

7 寺原　雅人 鹿児島 13 川路　蒼馬 鹿児島 10 中村　夏乃 静岡

9 飯田　龍生 静岡 14 木村　優希 東京 12 田崎　颯人 宮崎

10 吉田　琉雲 奈良 15 山村　太己地 長崎 15 惣田　玖磨 香川

12 青木　一馬 大坂 19 壬生　かりん 高知 16 丸　緋彩 宮崎

14 石坂　夏斗輝 宮崎 24 安藤　龍太郎 福岡 17 川路　颯葵 鹿児島

14 玉田　迅 和歌山 25 伊良皆　龍翔 沖縄 20 村里　啓太 佐賀

15 箕浦　来輝 愛知 26 池田　琉真 宮崎 21 渡邉　京介 大分

16 川畑　正俊 鹿児島 30 佐藤　光 宮崎 22 大森　翔 広島

19 齋藤　朝陽 熊本 32 松嵜　貴祐 熊本 24 田上　綾太 宮崎

24 満木　琢磨 熊本 38 三輪　風太 山口 27 小出　晴仁 熊本

25 伊良皆　龍翔 沖縄 39 和田　桜花 福岡 28 亀山　蒼 広島

27 松下　光 京都 41 脊戸　康太郎 福岡 30 佐藤　光 宮崎

31 江崎　虎太郎 宮崎 45 黒木　翔太 宮崎 32 松嵜　貴祐 熊本

39 和田　桜花 福岡 49 羽田　悠馬 鹿児島 33 野口　創司 熊本

40 大西　凜音 東京 51 後當　優真 沖縄 36 和田　寧翔 福岡

41 木村　優希 東京 52 坂元　凛乃介 鹿児島 37 和田　莞慈 福岡

42 川上　真花 大阪 61 髙原　琉生 福岡 38 松嵜　稜介 熊本

44 阿部　一斗 札幌 65 杉本　朗人 福岡 39 和田　優馬 福岡

45 柄川　虎太郎 大阪 72 森近　那津 広島 55 中川　容亨 福岡

48 近藤　梨詩 沖縄 75 羽田　啓人 鹿児島 61 髙原　琉生 福岡

49 羽田　悠馬 鹿児島 83 江藤　彪之介 福岡 62 	森川　凜人 広島

50 後當　優斗 沖縄 95 桑津　理仁 宮崎 69 小池　律誠琉 愛媛

51 後當　優士 沖縄 827 本田　亜蘭 鹿児島 72 森近　那津 広島

52 緒方　正真 熊本 929 馬場　凌太郎 佐賀 73 釜野　央渡 香川

55 髙木　碧 埼玉 82 矢木　杏奈 兵庫

58 名島　玖龍 埼玉 87 北折　馳 熊本

64 溝口　來也 福岡 No. Name 所属県 88 齋藤　颯天 千葉

66 永澤　匠真 埼玉 5 熊田　晋伍 大分 94 阿部　哲昇 札幌

72 澤岻　斗亜 沖縄 8 勝間田　えり 大分 95 田上　晃太 宮崎

75 山崎　陽太 鹿児島 9 小波津　和也 沖縄 95 森川　凜音 広島

80 水野　零埜 愛知 19 門前　朋紀 大分 99 好川　翼 大坂

81 脊戸　貴弘 福岡 26 副島　優太 福岡 111 谷口　充樹 宮崎

86 臺　琉斗 福岡 34 高尾　裕一郎 大分 827 本田　亜蘭 鹿児島

92 廣永　勘次 熊本 38 本田　翔音 大分

191 瀬尾　柚姫 広島 39 菊川　直 熊本

311 大石　義人 大阪 41 濱　順一 福岡

910 工藤　博ノ介	 青森 42 宮川　貫太 大分

58 内田　欣耶 大分

66 刈茅　康彦 福岡

No. Name 所属県 71 松田　　慎司 大分

7 穂苅　愛香 千葉 88 岩本　竜童 大分

13 松木　紗子 大阪 105 近廣　宗治 大分

14 濱村　いぶき 福岡 110 梁　丞 大分

22 木村　綾希 東京 211 亀﨑　健太 福岡

26 千葉　茜 宮城 555 高下　拓海 福岡

914 樋口　博彦 福岡
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