
関東ＭＸ選手権 第５戦 長野大会

ゼッケン 氏名 クラブ名 参加車両　 所属県

07 井上永斗 YSP京葉 bLU cRU with TwisterRacing ヤマハ/YZ250F 山形県

10 平塚　豪 634MX カワサキ KX250 埼玉

15 村上　大和 レーシングチーム鷹 ヤマハ YZ250F 埼玉

19 村松　寿樹 KTMうず潮レーシング福山 KTM 350SX 山梨

24 石井勇輝 ヤマハ/YZ250F 東京

32 大塚　貴斗 T.E SPORT ホンダ CRF250R 千葉

41 藤川昴 YSP京葉 with Twister Racing YZ250F 新潟

76 稲葉　翔 CLUB Technix ヤマハ/YZ250F 茨城

ゼッケン 氏名 クラブ名 参加車両　 所属県

6 上嶋　広明 Team Funny Face ヤマハ YZ250F 長野

11 廣田　優大 Seezoo MICHELIN RK ハスクバーナ/FC250 東京都

17 中村 友紀 モトワークスエムエックスハスクバーナ ハスクバーナ FC250 神奈川

20 大村　未知 ウィリー松浦withアクシス ホンダ CRF450R 東京

22 平田蒼空 カワサキ プラザ那覇 kx250 沖縄県

25 村重 王介 Team YAM スズキ/RM-Z250 神奈川

26 有地竜士 ヤマハ/YZ125 埼玉県

28 黒瀬泰史 ヤマハ/YZ250F 長野

30 山﨑　巧也 Ｔ．Ｅ．ＳＰＯＲＴ ホンダ/CRF25R 埼玉県

44 桺澤　一気 スズキ RMZ250 長野

51 井上　虎汰朗 レーシングチーム鷹 YZ125 千葉県

59 市川寿侑 KTM／250sxf 神奈川県

81 當真弦樹 ホンダ/CRF250R 沖縄県

87 浅石晴成 N.W.R.T ヤマハ/YZ125 長野

100 広野拓也 MHPRT.㈲ｱｼﾀﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞMS ヤマハYZ450F 千葉県

110 仁衡　飛太 ///HUTECH ヤマハ/YZ250 東京

168 小寺巧馬 T.E.SPORT Jr. ホンダ　CRF250R 埼玉県

293 早川健紀 日立ASTEMO東御MCC ホンダ/CRF450R 栃木県

861 栢尾　遥大 HOUSE ROCKERS ヤマハ YZ125 埼玉県

885 佐藤　瑞城 KTM150SX 新潟県

921 佐々木　聖 TeamYAM&ASSIST HONDA/CRF450R 埼玉
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ゼッケン 氏名 クラブ名 参加車両　 所属県

4 清水廉央 TeamYAM&ASSIST ヤマハ/YZ125 東京

6 宮岡　貴之 ハラツヨ★ワークス CRF250R 東京

7 松井　航 YZ125 栃木県

8 加藤 隼 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ125 栃木

9 樋口　崇 ボンネビルRC　ナグモ カワサキ/KX250 埼玉

11 樋口　絆里 レーシングチーム鷹 ヤマハ YZ125 群馬

12 斎藤　大悟 オートスポーツ清水 RM125 東京

14 石毛　文哉 アサノレーシングチーム ホンダ　CRF250R 千葉

18 深澤　翼 レーシングチーム鷹 ヤマハ YZ125 神奈川

19 金子　秀樹 パドックライダース カワサキ/kx250f 群馬

22 青木　聖弥 チームホルスタイン ヤマハ/YZ125 長野県

23 大内　健八 HONDA/CRF450 埼玉県

24 大澤 浩一 ヤマハ/ＹＺ125 長野県

25 橋原　幸男 ヤマハ YZ２５０ 長野

27 酢崎友哉 成田MXパークwithピュアテック カワサキ/KX450 千葉県

30 伊藤　優児 enjoy with jon it. KTM/150SX 千葉県

36 桐山 貴慶 HONDA/CRF250R 東京都

38 山田　龍晴 Team Power Band KX250 茨城県

39 福島 丈士 カワサキ/KX250 東京

42 小方諒 jin info ヤマハ/YZ250 新潟

46 野沢　綾人 ヤマハ　YZ125 埼玉県

56 佐渡島健太 レーシングチーム鷹 YZ125 東京

76 藤枝 琉之介 ﾔﾏﾊ/YZ125 茨城

77 川戸　章光 習志野レーシング ヤマハ/YZ250F 千葉県

82 関谷 　颯人 スズキ RM-Z250 東京

86 北　元気 TEAM輪生館 カワサキ　KX450 神奈川

87 山下和真 モトワークスエムエックスハスクバーナ ハスクバーナ/FC250 静岡

161 山上　 朝 習志野レーシング＆成田MXP カワサキ KX450F 千葉

215 福島温人 RacingteamTAKA ヤマハ/YZ125 東京都

358 牧野　達夫 カワサキ/KX250 群馬

411 野澤　輝幸 KTM250SX 長野

750 山上　僚太 Team輪生館 ヤマハ YZ250F 神奈川

997 篠原　貴幸 YAMAHA/YZ250F 栃木

ノービス
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ゼッケン 氏名 クラブ名 参加車両　 所属県

3 宮澤　秦羽 ハスクバーナ/TC85 長野県

6 外間　大詩 伊倉輪店 ヤマハ/YZ85LW 山梨県

9 山田嵐士 FIVE SPEED ヤマハ/YZ85LW 山梨県

10 永吉　一丸 T.E.SPORT Jr. CRF150R 埼玉

15 佐野　光希 KTM85sx 神奈川

17 田村　承太郎 ホンダ/CRF150R 神奈川

23 堤　駕武斗 ヴァンサンクWitHmWoty,s KX85Ⅱ 栃木

24 平野　優輝 秀明道場 スズキ RM85L 東京

26 青木輝 caris ヤマハ/YZ85LW 神奈川

31 勝又　聖太 KTM 85SX 神奈川

55 髙木 碧 レーシングチーム鷹 YAMAHA yz85 埼玉

58 名島　玖龍 ヤマハ YZ85 埼玉県

64 赤塚　輝斗 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF150RⅡ 埼玉

65 木村　優希 TeamPowerBand カワサキ KX85 東京

81 阿部　恵大 HUTECH/ERC ヤマハ/YZ85LW 千葉

92 加藤巧武 T.E.SPORT Jr CRF150RⅡ 群馬

94 戸崎　大翔 アイアンテイルMRS カワサキ KX85 千葉

128 福田　龍人 ハスクバーナ/TC85 埼玉

174 稲見　柊汰 HUTECH ヤマハ/YZ85 茨城

218 石井詠斗 ヤマハ/YZ85 東京

373 寺田　楓波鷹 ハスクバーナ TC85 千葉

888 中村瑛斗 馬力屋 KTM/85SX 東京

951 藤本　琉希亜 ウイリー松浦ERC with AXIS ハスクバーナ/TC85 茨城

ゼッケン 氏名 クラブ名 参加車両　 所属県

9 山田嵐士 FIVE SPEED ヤマハ/YZ85LW 山梨県

14 勝股　七海 Team ITOMO ホンダ CRF150RⅡ 千葉

23 大内　健八 HONDA 埼玉県

55 髙木 碧 レーシングチーム鷹 YAMAHA yz85 埼玉

66 永澤匠真 ヤマハ/YZ65 埼玉

218 石井詠斗 ヤマハ/YZ85 東京

222 清宮　伊織 レーシングチーム鷹 ヤマハ YZ65 神奈川

オープン85

ジュニアクロス
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ゼッケン 氏名 クラブ名 参加車両　 所属県

2 熊谷夏空 TE.SPORT.jr ktm65sx 東京

7 杉本 琉駕 レーシングチーム鷹 YZ65 東京

8 外間　匠 伊倉輪店 KTM/65SX 山梨県

26 有地響介 カワサキ/KX65 埼玉県

27 園田莉久 TESPORTJr ヤマハ/YZ65) 埼玉

66 永澤匠真 ヤマハ/YZ65 埼玉

91 長谷川　幸力 ヤマハ/YZ65 埼玉

94 熊谷春輝 TE.SPORT KTM65sx 東京

100 坂本　嵩 カワサキ/KX65 茨城

222 清宮　伊織 レーシングチーム鷹 ヤマハ YZ65 神奈川

229 清宮　楓矢 レーシングチーム鷹 ヤマハ YZ65 神奈川

246 福田　燈人 ハスクバーナ 埼玉県

418 笠原　峻 レーシングチーム鷹 ヤマハ　YZ65 埼玉

448 佐藤 　吉弥　 ヤマハ YZ65 埼玉

813 行田塁 Caris ダイワカーズレーシング ヤマハ/YZ65 神奈川

926 目黒 愛翔 ハスクバーナ/TC65 東京

ゼッケン 氏名 クラブ名 参加車両　 所属県

3 岡野　煌己 ホンダCRF50　(A) 埼玉県

66 福沢悠人 ホンダ/XR50R　(A) 長野県

72 中村　夏乃 TEAM72 GSPEED スズキ/DR-Z50　(A) 静岡県

488 佐藤　 心弥 ヤマハ PW50　(A) 埼玉

823 目黒 結翔 ホンダ/CRF50　(A) 東京

1 川上陽登 KTM50SX　(B) 茨城

31 望月光規 ハスクバーナ/ＴＣ50　(B) 静岡

チャイルドクロス

キッズ65


