
平成30年2月2日

1 佐藤　翔太 212490 宮城 1 齊藤 耀 047204 宮城 1 小笠原 朝陽 053873 埼玉

2 内藤 龍星 234858 千葉 2 坂上 優人 230156 青森 2 菅井 翔大朗 221199 宮城

3 滝澤 和輝 215689 宮城 3 佐藤 俊一 222278 宮城 3 早川　健紀 221389 福島

4 佐々木 麗哉 224065 宮城 4 文屋 誠 163051 宮城 4 千坂 公洋 339440 宮城

5 伊藤 翔太 207959 岩手 5 菊地 洋平 600183 秋田 5 石山 奨 215281 宮城

6 西村 健 168192 秋田 6 五十嵐 大智 196461 山形 6 佐藤 良光 022754 宮城

7 小野寺　伸太 207928 宮城 7 塩川　英義 069518 東京 7 平井 龍太朗 090386 福島

8 齋藤 崚馬 604420 山形 8 小林将人 042141 岩手 8 五十嵐　真一 209360 福島

9 山口　龍平 194620 福島 9 作佐部 善幸 019409 秋田 9 結城　雅寿 064134 山形

10 髙橋　勇帆 232855 東京 10 佐野　雄太 347079 群馬 10 坪井　秀一 145140 福島

11 佐藤　崇弘 225872 北海道 11 冨岡　寿弥 235076 群馬 11 澤口　遼平 240523 岩手

12 栗花 賢司 925860 福島 12 藤川　昴 344707 新潟 12 原田 純 227580 山形

14 根岸　瑞生 227140 埼玉 13 清水　賢治 700002 群馬 13 長澤 和也 023775 秋田

19 一戸 英昭 143416 青森 01 阿部 晴基 235067 宮城 14 鎌田 真樹 058031 秋田

22 室井 政伸 236425 栃木 02 佐々木 麗希 235068 宮城 15 畠山　建 208574 宮城

31 山本 航平 604482 岩手 03 阿部 仁 228487 岩手 16 三浦　俊樹 240434 秋田

35 鈴木 大将 224276 福島 04 伊香 将徳 235467 岩手 17 近藤 公孝 135250 宮城

01 西條 悠人 232265 宮城 05 八巻 翔吾 239198 福島 18 戸井田 勇 223826 秋田

02 阿部 佑基 235070 宮城 06 松本 健太 237133 福島 19 千葉 幹生 187034 宮城

03 小笠原 大貴 239120 埼玉 07 生田目 元笑 082418 埼玉 20 阿部 忠宏 219020 宮城

04 佐藤 沙弐 023563 青森 21 寺岡 貴史 230072 宮城

05 藤本 優翔 236428 栃木 22 冨樫 運弥 227898 山形

06 郡司 翼 040835 栃木 23 笠原 由雄 223124 福島

07 安部 虎乃介 164564 秋田 24 小幡　竜也 176340 宮城

08 川上 龍司 239228 大阪 25 佐々木 慶人 240703 青森

26 仲條 貴志 193225 山形

2018 東北モトクロス選手権希望ゼッケン申込みについて 27 今井　民央 346314 秋田

・希望ゼッケンの申込は　添付　FAX申込書（希望ゼッケン①～③等）に記入の上　 28 片山 宗儀 227544 宮城

　MFJ東北へFAX（022-239-8470）送信下さい。 29 藤原 博樹 235329 秋田

・希望ゼッケンの申込者は　3/6（火）受付開始　第1戦宮城大会のスポーツエントリー 30 成田　智彦 237007 青森

　の際に別途5,000円を添えて申し込みして下さい。入金が無い場合は　希望ゼッケンを取り消し 31 佐々木 良一 134566 岩手

　させて頂きます。 32 佐々木 正浩 088710 宮城

・希望ゼッケンの結果は　MFJ東北　HPに随時掲載します。初回は　2/中旬予定　　　 33 阿部 桂子 220865 宮城

・希望ゼッケンFAX申込は最終　3/5（月）まで　3/6（火）以降は スポーツエントリーで 34 竹ヶ原 陽紀 238859 宮城

　別途5,000円を添えて申し込みして下さい。

　

　

国際B級（IB）クラス 国内A級（NA）クラス 国内B級（NB）クラス
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