
１．日  時  ２０１９年１２月８日（日） １４時００分～１５時３０分 

２．会  場  千代田区霞ヶ関 「霞ヶ関ビル 35Ｆ 東海大学校友会館」 

３．主  催  ＭＦＪ関東・東日本ロードレース主催者協議会 

４．式  次 

１） ＭＦＪ挨拶 

関東モーターサイクルスポーツ協会 

会 長 赤 坂 正 人 

 

２） 主催者代表挨拶 

一般財団法人日本オートスポーツセンター 

理事長 斉 藤 茂 樹 

 

３） 乾杯   

 東日本ロードレース主催者協議会 

会 長 張ヶ谷 敏 也 

 

３）表彰式 

● 関東モトクロス選手権シリーズ  

● 関東トライアル選手権シリーズ  

● ＳＵＧＯロードレース選手権シリーズ   

● 筑波ロードレース選手権シリーズ   

     

４）閉会挨拶                            

株式会社菅生 モータースポーツ部主管  高 橋 吉 男 

５）表彰者記念撮影                       

６）閉会 

 

２０１９ＭＦＪ東日本、関東地区
合同ランキング表彰式

開催報告書



ＭＦＪ東日本・関東選手権合同ランキング表彰式 表彰者

【表彰対象者】
関東モトクロス選手権 （8クラス：24名）
関東トライアル選手権 （3クラス：９名）
SUGOロードレース選手権（19クラス：64名）
筑波ロードレース選手権 （11クラス：31名）

《対象者合計 41クラス／128名》

チャンピオン 熊谷　春輝 チャンピオン 外間　匠 チャンピオン 高師　来駆

２　　　　位 坂本　嵩 ２　　　　位 佐藤　吉弥 ２　　　　位 山田　嵐士

３　　　　位 八木　颯介 ３　　　　位 清宮　楓矢 ３　　　　位 外間　大詩

チャンピオン 山﨑　琴乃 チャンピオン 山﨑　巧也 チャンピオン 町田　勘太

２　　　　位 川口　悠子 ２　　　　位 佐渡島　健太 ２　　　　位 奥山　滉太

３　　　　位 猪又　美佳 ３　　　　位 横山　朋樹 ３　　　　位 大塚　貴斗

チャンピオン 平塚　豪 チャンピオン 小林　康志郎

２　　　　位 小林　大治朗 ２　　　　位 村松　寿樹

３　　　　位 高橋　輝 ３　　　　位 有山　大輝

チャンピオン 高橋　寛冴 チャンピオン 中山　光太 チャンピオン 岩川　寛樹

２　　　　位 秋山　真力 ２　　　　位 黒森　昌也 ２　　　　位 栗原　賢司

３　　　　位 藤木　雄也 ３　　　　位 小山　知良 ３　　　　位 喜屋武　蔵人

ＮＢオープン

ＮＡクラス ＩＢクラス

チャイルドクロス
Ａクラス

チャイルドクロス
Ｂクラス

ジュニア６５

レディース ジュニアクロス

２０１９関東トライアル選手権シリーズ

２０１９関東モトクロス選手権シリーズ

ＮＡオープン ＩＢオープン

Ｊ・ＮＢクラス

チャンピオン 柴田　義将 チャンピオン 佐藤　穣 チャンピオン 氏家　康典

２　　　　位 芦名　秀美 ２　　　　位 加藤　祐樹 ２　　　　位 門脇　祐樹

３　　　　位 岩上　幸弘 ３　　　　位 渡部　達也 ３　　　　位 西田　敏郎

４　　　　位 小口　太郎 ４　　　　位 高橋　英夫 チャンピオン 吉田　一夫

５　　　　位 内山　寛 ５　　　　位 阿部　真生騎 ２　　　　位 山口　誠

チャンピオン 半谷　智彦 ６　　　　位 太田　敦 ３　　　　位 鵜澤　守男

２　　　　位 佐藤　幸雄 チャンピオン 中村　英生 チャンピオン 渡辺　秀雄

３　　　　位 夏目　英和 ２　　　　位 大橋　文昭 ２　　　　位 平出　裕

４　　　　位 蛭田　正典 ３　　　　位 佐藤　明弥 ３　　　　位 斎藤　栄作

５　　　　位 枝光　亮英 チャンピオン 笹野　博 チャンピオン 木村　充芳

チャンピオン 渡部　裕貴 ２　　　　位 古木　正宏 ２　　　　位 内田　智裕

２　　　　位 伊藤　和輝 ３　　　　位 伊東　歩樹
ラ イ ディングスポーツCUP

オープンMINIトロフィーJ NSF100 チャンピオン 塚本　龍

３　　　　位 中村　竜也 チャンピオン 宇津井　俊明 チャンピオン 池川　直

チャンピオン 鈴木　基正 ２　　　　位 佐藤　禎次 ２　　　　位 志田　光平

２　　　　位 熊谷　和久 ３　　　　位 青木　義洋 ３　　　　位 徳田　努

３　　　　位 得田　正浩 チャンピオン 大森　朝見 チャンピオン 田村　弘和

４　　　　位 村上　大介 ２　　　　位 熊谷　陽 ２　　　　位 白石　晃一

５　　　　位 宮澤　勇斗 ３　　　　位 永沼　政己 ３　　　　位 八重樫　勝則

６　　　　位 橋本　紘明 チャンピオン 芝田　純一 チャンピオン 市野渡　淳三

２　　　　位 綿貫　善太 ２　　　　位 江口　厚

３　　　　位 遠藤　昭浩 ３　　　　位 西條　正和

チャンピオン 小関　淳哉

２　　　　位 油井　宏文

３　　　　位 甲田　仁

チャンピオン 木内　尚汰 チャンピオン 岡部　怜 チャンピオン 池田　宗敏

２位 山田　尚輝 ２位 大谷　朋之 ２位 石川　伸介

３位 幡多　智子 ３位 青木　登夢 ３位 西田　敏郎

チャンピオン Dzegede Zech チャンピオン 藤崎　直之 チャンピオン 今泉　七瀬

２位 国谷　隼樹 ２位 大木　俊二 ２位 白崎　達也

３位 豊川　裕之 ３位 高野　健 ３位 小川　洋一郎
インター ＪＳＢ１０００ チャンピオン 柴田　義将 チャンピオン 相川　亨 チャンピオン 田中　風如

チャンピオン 野呂瀬　孝太 ２位 山崎　張起 ２位 梶山　采千夏

２位 澤田　一星 ３位 佐々木　重之 ３位 木内　万絢

３位 大胡　忠之 チャンピオン 薄井　徹也

２位 小林　隼士

３位 藤澤　大樹

ナショナル
Ｊ－ＧＰ３

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
INT-ST600

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
NAT-ST600

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
NAT-JP250

ｻｳﾝﾄﾞﾄﾛﾌｨｰ  ACST

ｻｳﾝﾄﾞﾄﾛﾌｨｰ  LCST

CBR250RR Dream CUP

ＴＣ２５０

ＴＣ４００ナショナル ＪＰ２５０

ナショナル
ＳＴ６００

Ｓ８０

２０１９ＳＵＧＯロードレース選手権シリーズ

ナショナル
ＪＳＢ１０００

CBR250R Dream CUP

ＴＣ－Ｆｏｒｍｕａｌ

２０１９筑波ロードレース選手権シリーズ

ライディングスポーツCUP
オープンMINIトロフィー

N-MINI

ライディングスポーツCUP
オープンMINIトロフィー

EXmini125

ライディングスポーツCUP
オープンMINIトロフィー

EXmini80

ｻｳﾝﾄﾞﾄﾛﾌｨｰ
OPEN FORMULA

ｻｳﾝﾄﾞﾄﾛﾌｨｰ
FORMULA600

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
INT-JSB1000

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
NAT-JSB1000

ｻｳﾝﾄﾞﾄﾛﾌｨｰ
SpeedOPEN Top of

LIMIT

ライディングスポーツCUP
オープンMINIトロフィー

NSF100

ライディングスポーツCUP
オープンMINIトロフィーGROM

CUP

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
CBR250Rエキスパート

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
CBR250Rビギナー

ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝﾄﾛﾌｨｰ
ST150



関東ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ協会

赤坂 会長

（一財）日本ｵｰﾄｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

斉藤 理事長

■主催者挨拶

㈱菅生 ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ部

高橋 主管

ＭＦＪ東日本・関東選手権合同ランキング表彰式 会場写真

■会場風景

東日本ＲＲ主催者協議会

張ヶ谷 会長


