
ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

05 石井　勇輝 ヤマハ　YZ250F 東京

07 井上　永斗 bLU cRU YSP京葉 with TwisterRacing ヤマハ　YZ250F 山形

IA-1 山本　鯨 ホンダ　CRF450 奈良

IA-7 川上　龍司 bLUcRU YSP大阪箕面 ヤマハ　YZ250F 大阪

9 佐藤　沙弐 TSF RACING&ガーディアンツリー カワサキ　KX250 青森

IA-12 星野　裕 TeamSBE スズキ　RMZ450 広島

13 鈴木　大将 チームピットイン ヤマハ　YZ450F 福島

17 阿部　嗣主 ヤマハ　YZ450 北海道

19 村松　寿樹 KTMうず潮レーシング福山 KTM　SX350F 山梨

IA-32 佐野　雄太 ジュニアライダース カワサキ　KX250 群馬

IA-38 近藤　雄紀 Team SBE スズキ　RM-Z250 広島

IA-42 高師　永潤 カワサキ KX250 山梨

43 飯沼　怜王 HondaDream京都東F.M.T's ホンダ　CRF250R 奈良

44 佐藤　力 TKM motor sports いわて ホンダ　CRF250 秋田

55 田中　淳也 bLU cRU YSP浜松/BOSS RACING ヤマハ　YZ250F 京都

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

1 齊藤　耀 Club Mash ヤマハ　YZ450F 宮城

64 長崎　有優 TSFレーシング&ガーディアンツリー ヤマハ　YZ125 青森

65 佐野　壮太 ジュニアライダース カワサキ　KX250 群馬

118 秩父　亮奈 bLUcRU チームピットイン ヤマハ　YZ250F 福島

214 瀬川　琉也 ジュニアライダース カワサキ　KX250 東京

971 文屋　誠 YOU SHOP 黒松 ヤマハ　YZ250F 宮城

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両　 所属県

3 笠原　由雄 HTS/NAstyle/RS715 ホンダ　CRF250R 福島

14 兼平　覚 ホンダ　CRF250R 岩手県

22 齋藤　啓太 チームピットイン ヤマハ　YZ250F 福島県

24 後藤　宙 角田ホルモン倶楽部 ホンダ　CRF250RX 福島県

71 渡部　来飛 ヤマハ　YZ250F 秋田県

76 藤枝  琉之介 ヤマハ　YZ125 茨城

87 村岡　仁 bLU cRU チームピットイン ヤマハ　YZ250F 福島

94 篠塚　一颯 アイアンテイルMRS カワサキ 千葉県

310 佐藤　翔汰 ヤマハ　YZ125 青森

358 畠山　謙治朗 BIG BOX　RT KTM　125SX 岩手県

インターナショナルオープン

ナショナル

ノービス



ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両　 所属県

2 三上　大華 カワサキ　KX85 青森

5 守　大夢 ヤマハ　YZ85LW 福島

11 高師　来駆 ハスクバーナ　TC85 山梨

12 川上　真花 YSP大阪箕面 ヤマハ　YZ85LW 大阪

13 渡辺　晴海 カワサキ　KX85-2 青森

18 遠西　礼都 Y´s Racing ヤマハ　YZ85 宮城

33 高橋　快音 MXGARAGE625 ハスクバーナ　TC85 宮城

44 阿部　一斗 マウンテンライダーズClub カワサキ　KX85 北海

55 髙木　碧 レーシングチーム鷹 ヤマハ　YZ85 埼玉

58 佐々木　夢月 ヤマハ　YZ85LW 秋田

92 木村　健成 TSF Racing カワサキ　KX85-2 青森

128 福田　龍人 ハスクバーナ　TC85 埼玉

168 中村　來惟旺 SYS RACING with HANAMAKI AUTO ヤマハ　YZ85LW 岩手

218 石井　詠斗 ヤマハ　YZ85 東京

338 笹谷　野亜 オートスポーツ清水 スズキ　RM85 青森

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両　 所属県

2 三上　大華 カワサキ/KX85 青森

5 守　大夢 ヤマハ/YZ85LW 福島

11 高師　来駆 ハスクバーナ/TC85 山梨

12 川上　真花 YSP大阪箕面 ヤマハ YZ85LW 大阪

13 渡辺　晴海 カワサキKX85-2 青森

18 遠西  礼都 Y´s Racing ヤマハ/YZ85 宮城

33 高橋　快音 MXGARAGE625 ハスクバーナ/TC85 宮城

55 髙木　碧 レーシングチーム鷹 ヤマハ　YZ85 埼玉

58 佐々木　夢月 ヤマハ/YZ85LW 秋田

66 永澤　匠真 ヤマハ/YZ85 埼玉

76 藤枝  琉之介 ｶﾜｻｷ/KX85 茨城

92 木村　健成 TSF Racing カワサキ/kx85-2/ 青森

128 福田　龍人 ハスクバーナ/TC85 埼玉

168 中村　來惟旺 SYS RACING with HANAMAKI AUTO ヤマハ/YZ85LW 岩手

218 石井　詠斗 ヤマハ/YZ85 東京

338 笹谷　野亜 オートスポーツ清水 スズキ/RM85 青森

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両　 所属県

2 清水　雷土 Twister Racing ヤマハ　YZ65 福島

8 千葉　礼渡 カワサキ　KX65 青森

40 仁和　士眞 小田切レーシングクラブ ヤマハ　YZ65 青森

44 阿部　一斗 マウンテンライダーズClub ヤマハ　YZ65 北海道

66 永澤　匠真 ヤマハ　YZ65 埼玉

246 福田　燈人 ハスクバーナ　TC65 埼玉

252 芳賀　慎太郎 チームピットイン ヤマハ　YZ65 宮城

キッズ65

ジュニアクロス

オープン85


