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No. NAME No. NAME No. NAME No. NAME
100 ⼭⻄ 利康 301 中島 章裕 402 杉村 晋吾 459 横幕 厚
101 藤村 昂矢 302 小島 竹輝 404 竹田 昇太 460 葛⻄ 哲也
103 田村 公邦 303 近藤 香織 406 齊藤 勲 461 加藤 功
105 福岡 直樹 305 ⼭下 禎之 408 齊藤 佑輔 462 佐々木 健一
106 田﨑 一磨 308 林 兼司 413 石原 信 463 新田 雄大
107 平野 拓実 309 佐藤 剛 416 辻 匡人 464 熊谷 成哉
108 田中 弘⾏ 310 松⼭ 武史 417 小舘 康人 465 羽澤 陽晴
109 草木 幸多郎 318 沖中 祐輔 419 村上 卓弥 466 北⼭ 義晃
111 池田 幸治 319 齋藤 俊輔 467 吉川 弘幸
112 甲斐 貴久 322 ⼭本 礼人 430 ⾼⾒ 智代 468 奥⼭ 哲哉
115 小⼭ 孝尚 323 馬庭 隼人 431 佐々木 雅規 469 近藤 智
116 伊藤 智耶 324 杉原 幸信 432 式部 敏弘 470 後藤 純
122 ⾼⾒ 良隆 325 ⾼橋 吟 433 佐藤 毅
126 宮崎 慶太郎 328 野城 良浩 434 大石 尚人
128 木口 雄介 329 逸⾒ 将人 435 北岡 穣
130 向坊 拓⺒ 330 佐藤 雄一 436 丸⼭ 晴⾏
131 泉谷 之則 331 吾田 誠 437 吉田 博⾏
132 森 慎太郎 332 梶 慎一朗 438 花井 匠
133 野頭 勝敏 333 嵐口 哲也 439 森田 秀臣
135 菊池 領 440 ⾼橋 克典
136 松⼭ 哲也 360 大森 亘 441 ⾼橋 輝志
137 伊原 巧 361 小熊 剛彦 442 福田 雅美

362 秋元 洋 443 ⾼倉 慶太
150 北谷 智実 444 ⾼畠 空
151 清水 雄一 445 林 亮太
152 奥谷 雅夫 446 羽田 真吾
153 竹内 嘉宏 447 村井 陽香
154 北村 久志 448 関井 貴夫
156 ⼭田 直樹 449 江口 敏也
157 砂田 彰 450 吉田 賢伸
158 ⽑利 真悟 451 丹羽 貴嗣
159 大友 秀樹 452 ⼭口 雅人

453 中島 英二
454 北⼭ 義晃
455 岡部 ⻯介
456 細田 将貴
457 荻野 鉄平
458 梅田 正人

※ゼッケン説明の詳細は2ページ目に記載しています。
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No. NAME No. NAME No. NAME No. NAME
600 成田 清吉 650 後藤 純 700 小林 正吾
601 真鍋 寛信 651 太田 祐介 701 芝⼭ 宏樹
602 丸⼭ 光人 652 村井 陽香 703 ⾼橋 エリカ
603 芦田 裕介 653 寺崎 勲 704 春木 和音
604 関口 静男 654 ⾒吉 美清男
605 千葉 健一 655 廿日岩 達也
606 雨森 英彦 656 ⻘田 賢治
607 荻野 正彦 657 森田 秀臣
608 佐竹 孝彦 658 佐々木奈津美
609 河原 淳 659 近藤 智
610 太田 祐介 660 兼古 譲

661 左文字 俊享
662 矢野 司
663 Timsiline kevin
664 川村 哲
665 ⿊崎 幸太
666 三好 恵三
667 鈴木 荘一
668 竹内 秀和
669 正村 秀樹
670 新⾒ 直人
671 桑原 ⾥
672 門間 吉宜
673 佐藤 卓弥
674 塚⾒ 晃⼦
675 岡⼭ 久美
676 小林 正吾
677 吉田 侑平
678 工藤 俊仁
679 工藤 靖博
680 上野 優太
681 奥野 仁

D (入門クラス)
＜700～＞

◆2022/1/20に発表されたMFJ全日本エンデューロ指定ゼッケンが割り当てられている方
　(前年ポイントランカー及び昇格者)は全日本選⼿権と共通のナンバーを使⽤してください。
（ナンバー⾚文字・2021年北海道エリア出場者のみ表⽰）
◆それ以外のライダーは北海道エリア選⼿権のランキング順に番号を割り当てています。
  (全日本選⼿権に出場する際は別ナンバーとなります)
◆全日本選⼿権にエントリーし割り当てられた番号が、その時点で他のライダーと重複していない場合は、
　そのナンバーを使⽤することが出来る場合があります。
◆市販⾞クラスはDクラスに名称変更となりました。（市販⾞クラスのランキング順に割り当てています）
◆市販⾞エキスパートクラスは廃⽌となりました。
◆指定番号の無い方のナンバーの割り当てはエントリー申込期間前に限り下記申込窓口にて⾏います。
　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。
◎2022年の年間希望ゼッケンを受付いたします。下記申込窓口にご連絡ください。
・ナンバー使⽤料は10,000円（税込）／年間
・MFJ指定各クラスナンバー範囲内の空き番号に限ります。例）NB＝400〜599内の空き番号
・ナンバーの範囲は年度ごとに変更される場合があります。
・希望ゼッケンは北海道エリア内でのみ有効。全日本選⼿権は別の番号になります。
・表内の⻘字は希望ゼッケンです。
◆申込窓⼝︓MFJ広域事務局 北海道
　メール︓mfj.kouiki.northarea@gmail.com
　TEL︓070-1461-5640
※指定ゼッケンの発番について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。

＜650～699＞
B (中級クラス) C (初級クラス)
＜600〜649＞ ＜650～699＞

C (初級クラス)


