
2021東北トライアル選手権/エンジョイ大会　指定ゼッケン 2021/6/3現在

1 　新田　良 宮城 1 　佐藤　徳寛 宮城 1 　小川　雅央 宮城 41 　古川　裕幸 1 星　茂夫 福島

2 　桑原　秀典 福島 2 　兼平　隼人 岩手 2 　寺内　清裕 栃木 42 　山口　健一 2 藤木　恵吾

3 　三上　広 青森 3 　道又　貢 岩手 3 　塩田　耕大 宮城 43 　富樫　文克 3 豊島　利幸

4 　三瓶　宏和 福島 4 　鶴谷　渉 秋田 4 　鶴谷　敏美 秋田 44 　宮野　洋一 4 佐藤 芳博

5 　椎根　弘守 福島 5 　赤間　博行 宮城 5 　岩間　隆介 静岡 45 　山田　俊夫 5 平子 剛志

6 　赤間　直哉 宮城 6 　成毛　正範 宮城 6 　矢吹　睦夫 宮城 46 　菊池　信行 6 吉田　勝弘

7 　瀬川　宏 岩手 7 　髙橋　真 宮城 7 　佐藤　良弘 青森 47 　半田　光一

8 　森岡　寛樹 福島 8 　佐々木　敏之 茨城 8 　佐藤　一也 福島 48 　遠藤　隆

9 　荒生　和人 山形 9 　工藤　定勝 岩手 9 　田口　薫 群馬 49 　小林　希治

10 　大久保　真幸 岩手 10 　池田　有一 岩手 10 　山下　修 千葉

11 　村田　睦夫 岩手 11 　赤嶺　靖二 宮城 11 　村越　朋次 秋田

12 　佐藤　友一 宮城 12 　今野　雅博 秋田 12 　斎藤　一徳 青森

13 　菅原　祐司 岩手 13 　鷹箸　隆 栃木 13 　櫻　玲子 岩手

14 　鈴木　誠 岩手 14 　今井　賢 東京 14 　平川　禎大 秋田

15 　佐藤　芳博 岩手 15 　高橋　登 千葉 15 　中西　敏美 秋田

16 　小泉　瞬 茨城 16 　村田　啓一 福島 16 　土井　修一 宮城

17 　佐々木　秀幸 宮城 17 　岡崎　大行 宮城 17 　古山 誠一 千葉

18 　岡村  敏美 栃木 18 　小室　仁一 宮城 18 　宮澤　真一 宮城

19 　武藤　幸志 秋田 19 　太田　雅雄 岩手 19 　阿部　広行 福島

20 　遠藤　篤 宮城 20 　宮川　幸久 青森 20 　伊藤　利彦 福島

21 　藤川　一夫 栃木 21 　佐々木　義徳 秋田 21 　三上　薫 青森

22 　浦山　瑞希 山形 22 　櫻田　博幸 山形 22 　熊田　剛介 山形

23 　千明　弘之 茨城 23 　近藤　徹 秋田 23 　山田　優 秋田

24 　鈴木　孝史 秋田 24 　宇野　優 秋田 24 　鈴木　則夫 秋田

25 　渡辺　三郎 福島 25 　川俣　勉 茨城 25 　高橋　るみ 宮城

26 　佐々木　治 宮城 26 　庄司　成寿 宮城 26 　西塚　正文 宮城

27 　吉川　裕幸 27 　高橋　俊幸 宮城 福 島 福 島

28 　伊藤　竹男 山形

29 　鈴木　弘泰 福島

30 　高橋　宏明 宮城

31 　大沼　功 群馬

32 　菊池　美香子 岩手

33 　飛塚　敬一 山形

34 　高津　敬一

35 　古澤　和彦

36 　那須　剛

37 　遠藤　匠

38 　田澤　哲也

39 　木村　亜紀

40 　越河　智

レディースクラス

＃ ライダー名 県　名

国内Ａ級クラス（　ＮＡ　） 国内Ｂ級クラス（　ＮＢ　）　 エンジョイクラス ジュニア

＃ ライダー名 県　名県　名＃ ライダー名＃ ライダー名 県　名

国内Ｂ級クラス（　ＮＢ　）　国祭Ｂ級クラス（　ＩＢ　）

＃ ライダー名 県　名 ＃ ライダー名 県　名＃ ライダー名 県　名


