
2021東北モトクロス選手権指定ゼッケン

1 阿部　仁 岩手 1 齊藤　耀 宮城 1 ※※　※※ 1 加藤　巧武 1 佐藤 光空 1 佐藤 光空

2 竹ヶ原　陽紀 宮城 2 **　** 宮城 2 西條　弥成 宮城 2 三上　大華 2 清水　雷土 福島 23 上野　琥楠

3 斉藤　銀汰 千葉 3 シェリル. ジェームス 青森 3 笠原　由雄 福島 3 河西　蓮 5 伊良皆　龍翔 81 阿部 哲昇

4 笹島　克久 神奈川 4 菊地　洋平 秋田 4 小林　正夫 岩手 4 上田　蓮 23 上野　琥楠

5 八巻　翔吾 福島 5 ラタモア　チャ－ルズ 神奈川 5 佐藤　良光 宮城 5 守　大夢 福島 40 仁和　士眞

6 小川　永資 千葉 6 千坂　公洋 宮城 6 澤口　遼平 岩手 6 田中　秀征 44 阿部 一斗

7 堀越　秀鷹 東京 7 山口　元 栃木 7 四戸　雄介 岩手 7 穂刈　愛香 千葉 66 永澤　匠真

8 板垣　周佑 兵庫 8 仙波　諒仁 8 木村　剛大 宮城 18 遠西　礼都 宮城 222 清宮　伊織

9 佐藤　沙弐 青森 9 下総　凌太朗 9 高橋　和也 宮城 26 栗花　賢司 229 清宮　楓矢

10 平塚　豪 埼玉 01 **　** 福島 10 関本　慶太　 神奈川 33 高橋　快音 宮城 252 羽賀　慎太郎

11 藤川　昴 新潟 02 高橋　晴希 宮城 11 長澤　和也 秋田 55 髙木　碧

12 斉藤　拓夫 栃木 03 **　** 青森 12 畠山　建 宮城 58 佐々木　夢月 秋田

13 鈴木　大将 福島 04 ※※　※※ 13 中道　正嘉 岩手 66 永澤　匠真

14 伊香　将徳 岩手 05 鎌田　賢丈 宮城 14 兼平　覚 岩手 78 高田　祐成 新潟 1 田所　暁仁

15 村上　大和 山口 18 大野　凌　 栃木 15 大木　学 千葉 92 木村　健成 2 渡辺　正弘

16 三好　涼 大阪 51 井上　虎汰朗 16 ※※　※※ 168 中村　來惟旺 岩手 20 深澤　翼

17 阿部　永 札幌 64 長崎　有優 17 ※※　※※ 338 笹谷 野亜 青森 26 栗花　賢司

18 原國　翼 沖縄 65 佐野　壮太 群馬 18 ※※　※※ 910 工藤 博ノ介 51 井上　虎汰朗

19 村松　寿樹 山梨 118 秩父　亮奈 福島 19 渡部　來飛 秋田 56 佐渡島　健太

20 中井　皓大 奈良 280 奥田　凛 神奈川 20 深澤　翼 神奈川 76 藤枝　琉之介

21 粉川　樹璃 熊本 293 早川　健紀 21 樋口　絆里 64 長崎　有優

22 林　駆凛 兵庫 971 文屋　誠 22 齋藤　啓太 福島 237 藤堂　豪 神奈川

23 鈴木　優那 愛知 23 下総　真太朗 280 奥田　凛 神奈川

24 岩渕　隼士 宮城 56 佐渡島　健太 318 木村 信孝

26 栗花　賢司 63 根本　彪　　　　 福島 606 遠藤 吉晃 福島

44 佐藤　力 秋田 71 渡部 來飛 秋田 864 根本　誠

318 木村 信孝 76 藤枝　琉之介 茨城 福 島

01 伊藤　晃 福島 87 村岡　仁 福島

02 **　** 94 篠塚　一颯 千葉

03 千葉　蓮希 宮城 310 佐藤　翔太 青森

04 大塚　貴斗 千葉 606 遠藤 吉晃

05 石井　勇輝 東京

06 奥山　滉太 東京

07 井上　永斗 山形
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