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No. NAME No. NAME No. NAME No. NAME No. NAME
1 桒垣 ⻯⽃ 1 ⽊本 ⻯太 1 - 68 高橋 雅治 1 牧原 武司
2 阿部 嗣主 2 吉永 幸司 2 - 2 萩平 翼
3 寺島 龍⼀郎 3 高野 啓芳 3 - 3 鑓水 よう子
- - 4 計良 忠⾏ 4 - 4 日下 祈
5 高橋 風雅 5 大平 広実 5 - 5 -
6 矢野 威雄 6 桝田 康介 6 田村 彰悟 6 鶴巻 佑介
6A 池田 凌 IA 7 - 7 岩渕 匡敦 7 鑓水 蔵

8 吉田 ⼀彦 8 梶 慎⼀郎 8 石原 信
7 延原 由祐 9 小山田 颯 9 - 71 古屋 昇 9 -
8A 川上 龍司 IA 10 松本 晃 10 安田 豪 76 菊池 健司 10 池田 博貴
- - 11 - 11 松本 峻弥 77 吉田 ⻯也 11 ⻑⾕ 高広

10 土田 博文 12 佐々⽊ 政視 12 佐野 友介 90 出山 雄⼀ 12 ⻄ 達也
- - 13 佃 ⽃武 13 目⿊ 光廣 91 田家 和昌 13 髙橋 明日香
- - 14 14 梅田 正人 97 尾形 征⼀郎 14 -

13 笹島 元気 15 高橋 聖光 15 山川 政明 99 菊地 克弥 15 菊地 克弥
14 - 16 小⻄ 貴樹 16 - 16 ⿑藤 ⻯⼀
15 - 17 飯田 和⺒ 17 上田 慎 17 中島 英二
16 - 18 酒井 康貴 18 寺嶋 直樹 18 池永 昇司
17 佐藤 ⼒ 19 笹⾕ 野亜 19 ⻑⾕ 高広 19 中條 篤史
18 - 20 渡部 來⾶ 20 伊原 巧 No. NAME 20 後藤 直樹
19 - 21 - 3 岡田 佳大 21 高橋 彩未
20 ⾺場 崇⾏ 22 吾田 誠 4 酒井 隆成 22 今瀧 大祐
21 ⼾澤 将真 23 堂下 徹 - - 23 高橋 英二
22 - 24 松山 哲也 10 早川 佳宏 24 平尾 大樹
23 - 25 田中 克⺒ 11 吉田 琉雲
24 竹内 均 26 伊藤 健博 12 小林 ⻁太郎
25 菊池 知⾏ 27 加藤 憲⼀ 13 竹村 碧生
26 伊田 井佐夫 49 成田 清吉 28 鈴⽊ 草介 14 角田川 薫
- - 55 藤原 ⻁汰郎 29 - 15 ペレーラ 瞳美 46 土橋 孝保
- - 57 松家 祐人 30 平尾 大樹 16 守 大夢 59 遠藤 和也
- - 31 野口 貴弘 17 笹⾕ 野亜 72 樽石 哲也

30 高橋 尚史 75 佐藤 悠樹 32 酒井 敏 18 川上 真花
31 千船 ⼀也 78 松本 晃 33 池田 章人 19 阿部 ⼀⽃
32 藤⼾ 和樹 83 向井 秀光 34 岩崎 隼 20 平澤 雅⽃
33 土生 睦彦 84 菊池 海吏 35 渡辺 大地 21 寺島 絆
42A 河⻄ 琉 IA 36 尾形 蓮
44 ⽊村 凌太朗 94 佐々⽊ 大介 37 中條 篤史
55 ⽊村 信孝 38 田村 彰悟 No. NAME
68 宮下 寛汰 01 - 39 アダム ハートショーン 25 永瀬 來⾶ 1 酒井 ⼒⽃
107 菊池 知⾏ 02 - 40 前川 勝利 77 鳴海 翔英 - -
116 伊藤 智耶 03 土生 隼人 41 坂本 智哉 - -
117 後藤 浄 04 田崎 ⼀磨 42 河⻄ 蓮 - -

05 - 43 廿日岩 達也 5 鈴⽊ 颯真
210A 小林 秀真 IA 06 - 44 ⻫藤 圭佑 No. NAME 6 澤田 実⼄李
222 上村 直冬 011 笹島 勇気 45 成瀬 恵⼀ 1 酒井 隆成 - -
228 佐藤 浩司 46 上田 蓮 2 田中 翔太 8 阿部 哲昇
318 高関 響祐 47 日下 祈 3 寺島 絆 9 細⾕ 梨翔
333 橋本 隼人 48 池田 博貴 4 - 10 浪花 慶人

49 飯山 大輝 5 岸本 諭良 11 岸本 昂駕
613 佐々⽊ 元継 50 平澤 太雅 6 小林 ⻁太郎 12 石垣 嵐⼠
828 下⽃米 敏文 51 守屋 和浩 7 永澤 匠真
891A 源治 篤 IA 52 大越 貴紘 8 野口 蓮
01 - 53 町田 顕 9 永瀬 來⾶ 61 菊池 朗以
02 酒井 優次 54 岡本 恒夫 10 石垣 蒼大
03 宮北 航成 55 菊池 慶太朗 11 阿部 ⼀⽃
04 佐藤 裕二 56 貫井 悠太朗 12 石山 真圭

57 牧原 武司 13 阿部 哲昇
58 上野 優太 14 吉永 龍史 No. NAME
59 ⻄ 達也 15 - 1 門間 大和
60 沢 貴彦 16 酒井 ⼒⽃
61 ⽊口 秋⾺ 17 門間 大和
62 山崎 勝 18 澤田 実⼄李
63 尾形 哲弥
64 柳⾕ 京弥
65 片岡 義博 55 岩渕 琉真
66 田中 優 68 細⾕ 颯汰
67 ⿑藤 聡 70 高橋 大我

※ゼッケンの詳細は2ページ目に記載しています。

ノービス（NB）

2022 全道モトクロス選手権シリーズ  指定ゼッケン

ノービス85ナショナル（NA）インターナショナルオープン（IO） ノービス（NB）

K65

JX

CX50B

CX50A

B



2022ゼッケンについて
・2021年のシリーズポイントランキング順に2022年のゼッケンを指定します。
・指定ゼッケンが無い方は受付順にゼッケンを指定しますが、お急ぎの方についてはエントリー開始期間までMFJ広域事務局にて指定します。
　MFJ広域事務局北海道　TEL︓070-1461-5640　メール︓mfj.kouiki.northarea@gmail.com　にお問い合わせください。
　大会エントリー期間中は各主催問い合わせ先にて確認ください。
・インターナショナルオープンクラスにおいてIAライダーのランキングに相当するナンバーは欠番とします。
・インターナショナルオープンクラスに出場する国際A級ライダーのゼッケンは希望ゼッケンを含めMFJ本部管理となります。
　指定番号のない国際A級ライダーはMFJ本部にてナンバーの指定を受けてからエントリーしてください。
・NA⇒IBの⾃動昇格者にはルーキーゼッケン（01〜）を指定します。
・NBからNAに申請昇格される方は昇格確定後ランキング順にルーキーゼッケン（01〜）を指定します。
・JXからNAに申請昇格される方は昇格確定後ランキング順にルーキーゼッケン（011〜）を指定します。
・JXクラスの年齢⾃動昇格（16歳⇒NB）対象者は⼀旦欠番としてノービスクラスの受付順（申し出順）に指定します。
・2022年CXクラスの参加資格（小学3年生以下）から外れる方のゼッケンは欠番として
　CXのランキング順にK65クラスのゼッケンを指定します。
・CX50Bクラスについては受付順に1B番から指定します。CX50Aとの判別のため番号の右上に「B」を記入してください。
・JXからの申請昇格者、及び特別昇・降格者は認定が確認されたのち、欠番として新クラスでの受付順にゼッケンを指定します。
・オープン85、レジェンドオープンのナンバープレート色は特に指定はありません。
　他クラスの出走で使用しているゼッケンでそのままエントリーください。
・ゼッケン⻘字は年間希望ゼッケンです。（10,000円/年間　税込）　
　年間希望ゼッケンの申し込みは2022年2⽉1日AM9:00から受付開始します。
・新規ゼッケン（無料）取得希望はメール︓mfj.kouiki.northarea@gmail.com へクラス、名前、ライセンス番号をお知らせください。
　折り返しゼッケン番号をメールにて返信します。
　大会エントリー期間中は各主催問い合わせ先にて確認ください。
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