
ゼッケン 名前 県 ゼッケン 名前 県 ゼッケン 名前 県 ゼッケン 名前 県 ゼッケン 名前 県
1 崎山 翔 沖縄 1 - - 1 佐々木 輝夫 岩手 1 髙野 愛翔 宮城 1 佐藤 光空 岩手
2 - - 2 - - 2 千葉 淳 ⻘森 3 - - 2 ⾼城 零 茨城
3 - - 3 - - 3 三浦 俊樹 秋田 6 - - 3 Ryan Ardiansyah 栃木
4 榊 流星 山口 4 - - 4 ⾼橋 和也 宮城 7 外間 大詩 山梨 4 川上 陽登 茨城
5 佐々木 麗希 宮城 5 - - 5 加賀谷 亮太 秋田 8 外間 匠 山梨 5 伊藤 龍之介 宮城
6 6 栢尾 遥大 埼玉 6 近藤 公孝 山形 18 遠⻄ 礼都 宮城 6 宮嵜 優真 千葉
7 7 千坂 公洋 宮城 7 蜷川 恭平 群馬 29 - - 7 北湯口 詠樹 岩手
8 8 飯沼 泰裕 栃木 8 佐々木 良⼀ 岩手 37 豊村 航 ⻘森 23 上野 琥楠 山形
9 鈴村 絆 石川 9 瀬川 琉也 東京 9 伊藤 悠利 福島 44 阿部 ⼀斗 北海道 28 萩野 雄雅 宮城

10 10 早川 健紀 栃木 10 石山 奨 宮城 58 佐々木 夢月 秋田 86 前原 歩叶 東京
11 11 佐々木 聖 埼玉 11 畠山 謙治朗 岩手 78 田中 秀征 東京 94 阿部 哲昇 北海道
12 12 村重 王介 神奈川 12 松崎 滉樹 福島 252 芳賀 慎太郎 宮城
13 井上 ⻁汰朗 千葉 13 - - 13 兼平 覚 岩手 624 ⻘松 総⼀郎 東京
14 14 14 - - 710 榎⼾ 健太郎 東京 57 ⽵森 ⻁太朗 宮城
15 15 15 笠原 由雄 福島 910 工藤 博ノ介 ⻘森 94 阿部 哲昇 北海道
16 22 CHARLES LATEMORE 神奈川 16 片寄 重哉 福島 926 目⿊ 愛翔 東京
17 當真 弦樹 沖縄 23 堤 駕武斗 栃木 17 新井 克弘 埼玉
18 28 平田 蒼空 沖縄 18 鈴木 雅大 福島
19 36 桐山 貴慶 東京 19 ⾼橋 聖也 秋田 ゼッケン 名前 県
20 岩渕 隼士 宮城 71 渡部 來⾶ 秋田 20 鈴木 雅登 群馬 1 髙野 愛翔 宮城
21 原國 翼 沖縄 168 中村 來惟旺 岩手 30 伊藤 優児 千葉 3 Ryan Ardiansyah 栃木 4 ⾼橋 和也 宮城
34 村岡 仁 福島 310 佐藤 翔汰 ⻘森 45 ⻄城 悠聖 岩手 6 宮嵜 優真 千葉
56 延原 由祐 北海道 338 笹谷 野亜 ⻘森 51 今井 ⺠央 秋田 7 外間 大詩 山梨
64 ⻑崎 有優 ⻘森 700 古沢 陸斗 千葉 83 中道 正嘉 岩手 8 外間 匠 山梨
65 齋藤　啓太 福島 929 三上 大華 ⻘森 100 山田 敏之 東京 18 遠⻄ 礼都 宮城
66 篠塚　⼀颯 千葉 971 文屋 誠 宮城 111 ⻑澤 和也 秋田 29 渡辺 晴海 ⻘森
01 村岡　仁 福島 01 守 大夢 福島 403 三浦 敦 秋田 37 豊村 航 ⻘森
02 - - 02 ⾼橋 快音 宮城 44 阿部 ⼀斗 北海道
03 - - 03 - - 58 佐々木 夢月 秋田

04 - - 78 田中 秀征 東京
05 佐藤 良光 宮城 252 芳賀 慎太郎 宮城
06 畠山 建 宮城 624 ⻘松 総⼀郎 東京

710 榎⼾ 健太郎 東京
910 工藤 博ノ介 ⻘森
926 目⿊ 愛翔 東京

※IBクラスは、全⽇本選手権のゼッケンを極⼒考慮・優先し、その後ランキング順に割り当てしました。
000 ⻘地に⽩文字は全⽇本IB共通のゼッケン

※希望ゼッケンを含めゼッケン問い合わせは
　エントリー受付窓口「東北モトクロス選手権」 http://www.touhoku-race.com/ へお願いします。

000 赤文字は希望ゼッケン
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