
2019九州モトクロス選手権シリーズ年間指定ゼッケン 2019年8月30日現在

国際B級 国内A級 国内B級

No. Name 所属県 No. Name 所属県 No. Name 所属県 No. Name 所属県 No. Name 所属県 No. Name 所属県

2 古川　洋昭 福岡 1 岡本　雄治 熊本 2 川井　恭平 熊本 1 那須　愛斗 宮崎 1 馬場　新一郎 佐賀 2 豊丸　響 福岡

3 崎山　翔 沖縄 2 三苫　智也 福岡 3 水島　智 福岡 3 安居　克晃 福岡 5 久保　まな 京都 7 川畑　正俊 鹿児島

4 錦織　誉 島根 4 山本　堅市 福岡 6 永利　靖童 福岡 7 瀬戸山　司 鹿児島 7 釜土　雅妃 福岡 9 中川　豪優 福岡

5 殿迫　徹也 広島 5 松浦　正樹 福岡 9 吉川　輝雄 福岡 8 平田　蒼空 沖縄 9 阿久根　芳仁 大阪 12 古賀　翔馬 長崎

6 高橋　勇帆 東京 7 古川　尚孝 佐賀 10 馬場　大知 佐賀 9 柿田　幸大 長崎 11 本田　七海 大阪 14 石松　隼太 福岡

7 土岐　拳史龍 広島 8 黒田　貴広 福岡 11 安居　克晃 福岡 11 宮城　隆 沖縄 12 緒方　正真 熊本 18 甲斐原　昊晴 熊本

8 住友　篤生 京都 9 羽田　広喜 鹿児島 12 川原　直幸 鹿児島 12 河野　凌 宮崎 13 田上　貴洋 宮崎 21 安居　孝晃 福岡

9 牟田口　侑大 佐賀 21 山崎　創太 鹿児島 13 西岡　蒼志 香川 16 中尾　蓮 宮崎 15 濱田　道徳 鹿児島 28 一木　蘭 福岡

10 近藤　雄紀 広島 22 仲程　司 沖縄 14 平　翔太 熊本 17 豊丸　良 福岡 17 黒木　泰裕 宮崎 33 今岡　駿太 宮崎

11 古賀　大輝 熊本 28 是澤　翔 宮崎 15 豊丸　隼飛 福岡 19 阿久根　芳仁 大阪 18 中村　利光 鹿児島 42 川上　真花 大阪

12 村野　晟弥 東京 32 大石　章瑛 兵庫 17 平田　さやか 広島 21 永利　大介 福岡 19 楠本　菜月 大阪 55 今岡　陸駆斗 宮崎

18 西岡　顕心 香川 46 大西　健太 宮崎 19 中村　祐喜 長崎 23 馬場　新一郎 佐賀 21 橋野　翔太 鹿児島 64 溝口　來也 福岡

20 松山　司 長崎 52 丸　哲則 宮崎 20 橋本　祐介 福岡 25 大西　力靖 兵庫 23 瀬戸山　司 鹿児島 75 山崎　陽太 鹿児島

23 那須　伊雪 宮崎 75 植松　崇 宮崎 21 河津　夢乃 熊本 29 楠本　菜月 大阪 24 瀬尾　柚姫 広島 81 脊戸　貴弘 福岡

24 松山　竜樹 長崎 81 西岡　蒼志 香川 25 川下　哲之 福岡 33 今岡　駿太 宮崎 25 田中　大夢 長崎 82 寺原　雅人 鹿児島

25 森田　虎太朗 福岡 92 兒玉　暁斗 宮崎 28 矢上　剣太郎 香川 40 河野　勝摩 福岡 26 赤松　樹愛 広島 86 臺　琉斗 福岡

29 村上　大和 山口 99 福島　悠芽 沖縄 33 小原　晃 宮崎 43 濵村　いぶき 長崎 34 雨宮　舞美 山梨

51 押川　智美 宮崎 711 鍋島　佑介 福岡 36 樋口　博彦 福岡 44 中西　裕太 福岡 35 吉川　雅 福岡

54 瀬戸山　禅 鹿児島 01 川原　善幸 鹿児島 39 山根　大輔 島根 52 緒方　正真 熊本 38 渡邉　藍 福岡 No. Name 所属県

56 三角　真矢 宮崎 40 河野　勝摩 福岡 53 江夏　瀬凪 鹿児島 43 濵村　いぶき 長崎 1 今岡　陸駆斗 宮崎

73 古賀　翼 佐賀 44 伊藤　善彦 福岡 55 田中　淳也 京都 44 中西　裕太 福岡 4 押川　椿 宮崎

112 松尾　浩之 福岡 47 銘苅　潤 沖縄 57 藤井　一輝 福岡 53 江夏　瀬凪 鹿児島 7 山下　蒼真 熊本

524 石黒 利明 福岡 50 佐野　敏康 鹿児島 63 坂本　匠 福岡 54 新原　健 宮崎 8 川畑　莉咲 鹿児島

51 猿渡　和博 福岡 65 佐野　壮太 群馬 57 坂口　健志郎 宮崎 9 川上　真花 大阪

52 入江　浩二 福岡 70 甲斐原　飛源 熊本 65 坂口　祐司 宮崎 10 杉本　朗人 福岡

58 矢野　善政 宮崎 76 松岡　玲也 広島 77 渡邊　賢斗 熊本 11 桑津　理晄 宮崎

63 穂本　卓也 福岡 77 渡邊　賢斗 熊本 83 桑津　理晄 宮崎 12 古賀　海大 長崎

69 黒木　泰裕 宮崎 78 瀬尾　柚姫 広島 87 時川　彩香 佐賀 14 河合　華翔菜 京都

75 山﨑　雄太 鹿児島 94 西村　明倫 佐賀 91 押川　楓 宮崎 24 安藤　龍太郎 福岡

88 山内　豪紀 福岡 99 内　わいど 大阪 99 内　わいど 大阪 25 森　啓祐 佐賀

94 林　春日 熊本 241 植村　煌大 愛知 30 甲斐原　楓翔 熊本

95 中倉　総介 佐賀 36 和田　優馬 福岡

96 樋渡　岳 佐賀 38 三輪　風太 山口

全日本選手権　指定ゼッケン所持者 97 坂井　毅志 熊本 39 和田　桜花 福岡

99 福島　史也 沖縄 41 石松　栞太 福岡

101 小波津　和也 沖縄 45 黒木　翔太 宮崎

111 照屋　勝盛 沖縄 49 羽田　悠馬 鹿児島

314 平井　幸修 熊本 64 山根　拓士 島根

711 溝口　寿希也 福岡 75 羽田　啓人 鹿児島

83 江藤　彪之介 福岡

95 桑津　理仁 宮崎

99 住連木　義人 鹿児島

ジュニアクロス 85オープン ジュニア65

チャイルドクロス


