
クラス Zno 氏名 所属県 クラス Zno 氏名 所属県

1 国際A級 2 江藤　真弥 宮崎県 1 国内B級 1 伊差川　誠 大分県

2 国際A級 8 橋本　隆之 福岡県 2 国内B級 4 池上　正治 福岡県

3 国際A級 9 本田　哲也 福岡県 3 国内B級 5 穂積　政明 宮崎県

4 国際A級 14 霜野　健一 熊本県 4 国内B級 6 井上　弘治 長崎県

5 国内B級 8 三行　悦史 宮崎県

クラス Zno 氏名 所属県 6 国内B級 9 田上　貴洋 宮崎県

1 国際B級 2 濱邊　伶 長崎県 7 国内B級 14 朝倉　賢一 熊本県

2 国際B級 3 坂井　柚稀 長崎県 8 国内B級 16 皆元　一徳 鹿児島県

3 国際B級 6 大田　幸成 鹿児島県 9 国内B級 17 米村　憲太 熊本県

4 国際B級 10 野中　剛 長崎県 10 国内B級 23 今永　陽 大分県

5 国際B級 12 浦中　信宏 熊本県 11 国内B級 25 守上　伸一 熊本県

6 国際B級 13 前田　浩二 鹿児島県 12 国内B級 27 茂山　高志 長崎県

7 国際B級 15 藤崎　修平 福岡県 13 国内B級 32 矢野　裕史 宮崎県

8 国際B級 18 堀田　正三 福岡県 14 国内B級 34Jr 坂井　結太 大分県

9 国際B級 25 酒井　大地 大分県 15 国内B級 38 佐藤　正晃 大分県

10 国際B級 31 香川　義幸 熊本県 16 国内B級 40 田中　豊喜 大分県

11 国際B級 02 森　昭二 大分県 17 国内B級 41 岩永　繁美 長崎県

18 国内B級 42Jr 坂井　翔 長崎県

クラス Zno 氏名 所属県 19 国内B級 43 西村　徹朗 長崎県

1 国内A級 1 森　純輝 大分県 20 国内B級 44 桑津　宏紀 宮崎県

2 国内A級 2 松下　茂彦 福岡県 21 国内B級 45 垂水　一樹 宮崎県

3 国内A級 4 伊藤　勝彦 長崎県 22 国内B級 46 森　海盛 熊本県

4 国内A級 8 山口　晃 福岡県 23 国内B級 48 原口　司 長崎県

5 国内A級 9 田口　誠也 熊本県 24 国内B級 49 村岡　勇輔 長崎県

6 国内A級 12 柳川　一 福岡県 25 国内B級 50 野崎　順一 宮崎県

7 国内A級 14 本田　正三 福岡県 26 国内B級 52 浅川　悟 福岡県

8 国内A級 17 森冨　照昭 熊本県 27 国内B級 53 村上　勲 熊本県

9 国内A級 22 中山　義國 長崎県 28 国内B級 54 平下　賢二 長崎県

10 国内A級 25 毎熊　利信 長崎県 29 国内B級 57 山口　賢児 長崎県

11 国内A級 04 巣山　悟 宮崎県 30 国内B級 60 村田　憲昭 熊本県

12 国内A級 08 甲斐　貴之 大分県 31 国内B級 61 岩谷　裕輝 長崎県

13 国内A級 27 坂本　晴一 高知県 32 国内B級 63 大野　洵 鹿児島県

33 国内B級 66 椿本　陸 大分県

クラス Zno 氏名 所属県 34 国内B級 67 本山　裕基 長崎県

1 エンジョイ 1 竹屋　泰 熊本県 35 国内B級 69 森田　敏幸 宮崎県

2 エンジョイ 5 山中　寿範 宮崎県 36 国内B級 70 井田　良平 長崎県

3 エンジョイ 6 中原　勇紀 宮崎県

4 エンジョイ 7 森　俊浩 宮崎県

5 エンジョイ 8 柿木　拓朗 宮崎県

※各クラスの ゼッケンは、大分大会で

新たに指定ゼッケンを付与したライダーです。

2017年九州選手権第5戦　大分大会　エントリーリスト　　（6月19日現在）
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