
　　2022年 MFJ全日本トライアル選手権シリーズ第1戦　中部大会　《全クラス》

IAスーパー IA IB レディース

1 小川 友幸 1 本多 元治 1 清水 寧郁 50 岡村 敏美 1 西村 亜弥

2 黒山 健一 3 永久保 恭平 2 秋山 真力 51 滝浪 猛 2 小玉 絵里加

3 氏川 政哉 6 森岡 慎哉 3 吉平 正男 52 田中 聖志 3 山中 玲美

4 野﨑 史高 8 福留 大登 5 新井 昭多 53 石塚 敦志 4 ソアレス米澤 ジェシカ

5 柴田 暁 9 小谷 徹 6 元吉 裕一 54 松田 強 5 齋藤 由美

6 小川 毅士 10 中里 侑 8 関口 匠 55 熊倉 隆広 7 宮本 美奈

7 久岡 孝二 11 田中 善弘 10 紙谷 充紀 56 山中 勝秀 8 永野 裕加

8 吉良 祐哉 12 尾藤 正則 11 山口 太一 57 深谷 健治 9 中川 瑠菜

9 武井 誠也 16 中山 光太 12 山田 敬典 58 古田 潤 11 京藤 一栄

10 藤原 慎也 17 木下 裕喜 13 川添 蒼太 59 森 進 13 山森 あゆ菜

11 廣畑 伸哉 18 小谷 一貴 14 藤川 一夫 60 井原 英二郎 14 黒山 和江

12 磯谷 玲 24 鈴木 克敏 16 本田 隆史 61 梶山 政登 15 伊藤 沙樹

13 岡村 将敏 25 小野田 瑞希 17 中村 雄樹 62 大西 弘晃

15 野本 佳章 26 高橋 寛冴 19 藤堂 慎也 63 大櫃 千明

16 平田 雅裕 27 黒山 陣 20 天田 昇平 64 江原 徹治

17 村田 慎示 28 坂井 翔 24 松井 寛 65 東 直紀

18 磯谷 郁 01 浦山 瑞希 25 古市 光 66 若林 敬

19 加賀 国光 02 喜屋武 蔵人 26 江田 勝尚 67 伊藤 隼

20 濵邉 伶 04 小沼 孝希 28 水野 大册 68 影山 孝二

05 小泉 瞬 29 谷中 真一 69 青山 宏

34 大治 雅也 30 西 宏次 70 国領 孝

35 松本 龍二 31 河合 浩司 71 栗原 賢司

36 波田 親男 33 八ツ星 栄 72 後藤 潤一

37 倉持 晃人 34 岩井 睦 73 高橋 満夫

38 窪谷 貴正 35 吉本 由輝 74 清水 直記

39 和気 聖司 36 早乙女 護 75 川岸 康太郎

40 池田 力 37 八木 修身 76 西村 健志

41 木村 大輔 38 西賀 順一郎 77 山口 陽輔

42 中村 康平 39 近藤 岳彦 78 山田 和樹

43 伊藤 紀夫 40 大和田 寿雄 79 今井 賢

44 杉木 直志 41 斉藤 隆志 80 奥村 佳浩

45 小野田 理智 42 永田 吉昭 81 黒澤 正道

46 武中 裕輝 43 奥田 欽哉 82 荒生 和人

44 三好 弘祐 83 宮崎 航

45 宮嶋 清次 84 稗田 大晃

46 串馬 啓之 85 岩間 隆介

47 浅野 公信 0

48 牛山 進一

49 黒山 太陽


