
2017年東北モトクロス選手権指定ゼッケン
現在

1 阿部 大輝 岩手 1 藤本 優翔 栃木 1 菅井 翔大朗 宮城 98 佐々木 麗希 宮城

2 戸舘 隼人 青森 2 郡司 翼 栃木 2 松本 健太 福島 312 平井 龍太朗 福島

3 一戸 英昭 青森 3 佐藤 俊一 宮城 3 鎌田 真樹 秋田 361 佐々木 正浩 宮城

4 山本 航平 岩手 4 三上 慧 青森 4 佐藤 良光 宮城 501 五十嵐　真一 福島

5 西村 健 秋田 5 五十嵐 大智 山形 5 原田 純 山形 725 坪井　秀一 福島

6 齋藤 崚馬 山形 6 菊地 洋平 秋田 6 片山 宗儀 宮城

7 鴨田 翔 埼玉 7 小島 靖義 東京 7 石山 奨 宮城

8 松本 佑貴 栃木 8 小林将人 岩手 8 堀金 匡哉 福島

9 藤田 勇 福島 9 作佐部 善幸 秋田 9 千坂 公洋 宮城

10 横澤 駿一 岩手 10 向畑 信章 東京 10 千葉 幹生 宮城

11 真野 凌輔 神奈川 11 富田 真司 千葉 12 藤原 博樹 秋田

12 川村 秀兵 青森 12 渡辺 正弘 宮城 13 阿部 桂子 宮城

13 川口 尚希 青森 53 塩川　英義 東京 14 結城　雅寿 山形

14 稲葉　翔 茨城 311 西條 悠人 宮城 15 戸井田 勇 秋田

15 室井 政伸 栃木 01 阿部 佑基 宮城 16 アルモナシー トニー 茨城

16 小川　永資 千葉 02 保科 佑斗 宮城 17 千葉　衆望 岩手

17 栗花 賢司 福島 03 坂上 優人 青森 18 小野 光明 秋田

18 佐々木 麗 宮城 04 安部 虎乃介 秋田 19 菅原 洋介 秋田

19 佐藤　崇弘 北海道 05 文屋 誠 宮城 20 長澤 和也 秋田

20 篠塚 壮太 千葉 06 齊藤 耀 宮城 21 今井　民央 秋田

21 佐々木 麗哉 宮城 08 佐藤 沙武 青森 22 小林 正夫 岩手

22 清水 秀尚 福島 23 三浦 健一 宮城

23 安田 康太 北海道 24 阿部 仁 岩手

24 小野寺　伸太 宮城 25 笠原 由雄 福島

34 鈴木 大将 福島 26 立脇三樹夫 兵庫

01 渡辺 陵 福島 27 大場　和樹 宮城

02 神田橋 瞭 神奈川 28 渡辺 一申 宮城

03 加藤 遼 宮城 29 冨樫 運弥 山形

04 滝澤 和輝 宮城 30 小笠原 保 宮城

05 作左部 善希 秋田 31 ラタモア チャールズ 東京

06 内藤 龍星 千葉 32 山本 優 群馬

07 佐々木 一司 宮城 33 佐々木 良一 岩手

34 西方 聡 宮城

35 井上 敏広 宮城

36 阿部 晴基 宮城

37 伊香 将徳 岩手

38 八巻 翔吾 福島

40 阿部 忠宏 宮城

41 近藤 公孝 宮城

42 寺岡 貴史 宮城
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5 竹ヶ原 陽紀 宮城

17 門岡 一沙 宮城

18 秩父 亮奈 福島

19 岩渕 隼士 宮城

22 齋藤 啓太 福島

36 高橋 輝 千葉

42 千葉 蓮希 宮城

70 本田 志歩 栃木

79 門岡 慈英 宮城

87 村岡 仁 福島

412 川上 龍司 大阪

2 清水 雷土 福島
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