
2020 東北モトクロス選手権指定ゼッケン

1 佐々木　麗希 宮城 1 佐々木　慶人 青森 3 小野　佑晟 宮城 4 眞田　潤之佑 福島 1 豊村　航 青森 1 佐藤　光空 岩手

2 八巻　翔吾 福島 2 松本　健太 福島 4 飯島　高広 茨城 5 守　大夢 福島 2 清水　雷土 福島

3 兼城　春樹 茨城 4 仙波　諒仁 福島 5 根本　彪 福島 7 川口　一翔 青森 3 大西　凛音 東京

4 西村　健 秋田 5 千坂　公洋 宮城 7 後藤　夢忠 秋田 8 井上　永斗 山形 6 工藤　博ノ介 青森

5 山口　龍平 福島 6 文屋　誠 宮城 8 中道　正嘉 岩手 13 伊藤　悠利 福島 58 名島　玖龍 埼玉

7 藤川　昴 新潟 7 遠藤　吉晃 福島 9 笠原　由雄 福島 18 遠西　礼都 宮城 66 永澤　匠真 埼玉

8 郡司　翼 栃木 8 瀬川　琉也 東京 10 木村　剛大 宮城 21 池田　悠杜 東京 252 芳賀　慎太郎 宮城

10 佐藤　沙弐 青森 9 五十嵐　大智 山形 12 阿部　桂子 宮城 22 齋藤　啓太 福島

11 金子　大輔 栃木 10 大島　義幸 栃木 13 鎌田　賢丈 宮城 33 高橋　快音 宮城

12 高関　響祐 北海道 11 齊藤　耀 宮城 14 小林　正夫 岩手 58 名島　玖龍 埼玉

13 髙橋　勇帆 東京 20 大村　未知 東京 15 佐藤　良光 宮城 71 渡部　來飛 秋田

14 髙橋　樹 埼玉 22 佐野　壮太 群馬 16 菅井　翔大朗 宮城 81 雨宮　舞美 山梨

15 栗花　賢司 福島 42 千葉　蓮希 宮城 17 三浦　俊樹 秋田 87 村岡　仁 福島

16 伊香　将徳 岩手 85 伊藤　晃 福島 18 大野　凌 栃木 168 中村　來惟旺 岩手

17 阿部　仁 岩手 217 石井　勇輝 東京 19 佐々木　輝夫 岩手 220 下総　凌太朗 埼玉

18 堀越　秀鷹 東京 312 平井　龍太朗 福島 20 遠藤　拓 福島 338 笹谷　野亜 青森

19 鈴木　大将 福島 314 佐藤　力 秋田 21 藤田　竜 福島

20 藤本　優翔 栃木 03 大塚　貴斗 千葉 22 近藤　公孝 宮城

21 小林 大治朗 埼玉 04 門岡　一沙 宮城 23 工藤　貴明 秋田

22 崎原　太樹 茨城 24 佐々木　良一 岩手

23 関根　凌太 東京 25 畠山　建 宮城

36 高橋　輝 千葉 27 門岡　慈英 宮城

40 村松　寿樹 山梨 28 高橋　和也 宮城

94 篠塚　壮太 千葉 36 西條　弥成 宮城

01 佐竹　涼冴 埼玉 64 長崎　有優 青森

02 平塚　豪 埼玉 76 四戸　雄介 岩手

03 竹ヶ原　陽紀 宮城 94 篠塚　一颯 千葉 66 永澤　匠真 埼玉

04 岩渕　隼士 宮城 107 高橋　晴希 宮城

05 原國　翼 沖縄 118 秩父　亮奈 福島

235 阿部   忠宏 宮城
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