
 2022 関東MX選手権第4戦 千葉大会　6/5開催

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

15 村松　寿樹 AutoBrothers KTM/250SXF 山梨

22 石井　勇輝 ヤマハ/YZ250F 東京

75 青木　翔真 金子組 with HRT ホンダ/CRF450R 神奈川

111 向井　努 MR-K　美蔵 ホンダ/CRF450R 埼玉

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

10 永吉　一丸 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF250R 埼玉

11 牛山　駿一 PGレーシング ホンダ/CRF250R 栃木県

15 佐野　光希 ジュニアライダース カワサキ/KX250 神奈川

16 佐藤　太勇 MX金子組 ヤマハ/YZ250F 千葉

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

18 深澤　翼 bLU cRU レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ125 神奈川

20 大村　未知 ウィリー松浦ERC with AXIS ホンダ/CRF450R 東京

22 平田　蒼空 カワサキ プラザ那覇 カワサキ/KX250 沖縄

23 堤　駕武斗 ヴァンサンク with Moty's カワサキ/kx250 栃木

26 有地　竜士 caris ヤマハ/YZ250F 埼玉

28 酢崎　友哉 成田MXパーク&ピュアテック カワサキ/KX250 千葉

59 市川　寿侑 Auto Brothers KTM/250SXF 神奈川

82 村松　貴 MX金子組＆ハスクバーナ川崎中央 husqvarna / FC350 東京

87 川島　颯太 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF250R 東京

96 安孫子　直樹 ホンダ/CRF250R 栃木

151 北　俊介 KTM/150SX 東京

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

196 宮岡　貴之 ハラツヨ★ワークス&金子組 ホンダ/CRF250R 東京

202 金子　秀樹 金子組&パドックライダース カワサキ/kx250f 群馬

358 牧野　達夫 MX金子組 カワサキ/KX250X 群馬

861 栢尾　遥大 HOUSE ROCKERS ヤマハ/YZ250 埼玉

885 佐藤　瑞城 新潟

921 佐々木　聖 TeamYAM&ASSIST ホンダ/CRF250R 埼玉

930 山口　元 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ250F 栃木

951 藤本　琉希亜 ウィリー松浦ERC with AXIS ヤマハ/YZ250F 茨城
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2 荒川　侑毅 カワサキ/KX250 埼玉

3 蜷川　恭平 ライムグリーンRT カワサキ/KX250X 群馬

6 石毛　文哉 アサノレーシングチーム ホンダ/crf250r 千葉

7 松井　航 ホンダ/CRF250R 栃木

10 木原　洋輔 ヤマハ/YZ250FX 長野

11 樋口　絆里 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ125 群馬

12 藤井　翔大 SS Racing ホンダ/CRF250R 東京

13 加藤　泰介 ホンダ/CRF450R 神奈川

14 米倉　恵佑 ホンダ/CRF250R 埼玉

15 勝部　翔馬 アサノレーシングチーム ホンダ/crf250r 千葉

16 吉岡　悠 TEAM二輪塾 ヤマハ/YZ250F 埼玉

19 海老根　勝 ヤマハ/YZ250F 茨城

20 鈴木　雅登 ライトグリーンRT カワサキ/KX250 群馬

21 小寺　覚 MX金子組 ヤマハ/YZ250F 埼玉

23 大内　健八 城北ライダース カワサキ/KX４５０Ｆ 埼玉

28 小泉　充弘 スズキ/RMZ250 埼玉

30 伊藤　優児 MX金子組 KTM/150SX 千葉

36 桐山　貴慶 ホンダ/CRF250R 東京

39 福島　丈士 カワサキ/KX250 東京

41 髙橋　洋人 ヤマハ/YZ125 神奈川

42 小方　諒 オートスポーツ清水in金子組 スズキ/rmz250 新潟

46 野澤　綾人 ヤマハ/YZ125 埼玉

51 大木　学 A-ONE&成田MXP ヤマハ/YZ125 千葉

52 黒岩　貴志 MX金子組 ホンダCRF250R 埼玉

60 福嶋　誠弥 ヤマハ/YZ125 神奈川

76 藤枝  琉之介 ｶﾜｻｷ/KX250 茨城

77 川戸　章光 習志野レーシング＆成田MXP ヤマハ/YZ250F 千葉

86 北　元気 TEAM輪生館 カワサキ/KX450 神奈川

87 関本　慶太 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ250F 神奈川

96 荒川　諒 ウィリー松浦ERC ホンダ/CRF250R 茨城

99 フェレイラマツヤードオルランド ヤマハ/YZ250F 群馬

152 豊田　剛史 習志野レーシング成田MXP ヤマハ/YZ125 千葉

161 山上　朝 習志野レーシング&成田MXP カワサキ/kx450 千葉

215 福島　温人 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ125 東京

292 尾ヶ井　拓也 ナグモータース ヤマハ/yz250f 埼玉

369 美添　克彦 MX金子組 ヤマハ/YZ125 東京

411 舩越　吟嗣 MX金子組 ヤマハ/YZ250F 東京

424 塩川　広海 ヤマハ/YZ125 埼玉

523 小林　遼 TeamHorsePower ホンダ/CRF250R 埼玉

700 古沢　陸斗 HRCwith成田MXP カワサキ/KX250 千葉

750 山上　僚太 TEAM輪生館 カワサキ/KX250 神奈川

923 檜山　明宏 MTCstyle ホンダ/CRF250R 茨城

928 浪崎　啓祐 習志野レーシング&成田MXP カワサキKX250 千葉

997 篠原　貴幸 TEAM輪生館 ヤマハ/YZ250F 栃木

ノービス
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2 杉木　蓮音 カワサキ/kx85d 群馬

5 平野　優輝 秀明道場 スズキ/RM85 東京

6 外間　大詩 T.E.SPORT Jr ホンダ/CRF150R 山梨

8 外間　匠 T.E.SPORT Jr ホンダ/CRF150R 山梨

9 山田　嵐士 野田ジュニアレーシングクラブ ヤマハ/YZ85LW 山梨

15 木村　優希 TeamPowerBand カワサキ/KX85 東京

16 伊藤　凜 ハスクバーナ/TC85 東京

17 田村　承太郎 ﾆﾄﾛﾓﾝｷｰｽﾞCaris ホンダ/CRF150RⅡ 神奈川

22 清宮　伊織 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ85 神奈川

25 奥山　耀也 RT MIKURA スズキ/RM85L 東京

26 青木　輝 ヤマハ/YZ85 神奈川

28 杉山　仁空 伊倉輪店 カワサキ/KX85L 山梨

38 杉本　大駕 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ85 東京

44 戸﨑　大翔 アイアンテイルMRS カワサキ/KX85 千葉

55 髙木　碧 レーシングチーム鷹 ヤマハ 埼玉

58 名島　玖龍 KAZU Racing Project ホンダ/CRF150F 埼玉

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

71 森　蒼汰郎 ヤマハ/YZ85LW 静岡

78 田中　秀征 tesport jr ホンダ/CRF150R2 東京

92 加藤　巧武 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF150RⅡ 群馬

94 熊谷　春輝 T.E.SPORT ホンダ/CRF150 東京

100 坂本　嵩 アイアンテイルMRS カワサキ/KX85L 茨城

373 寺田　楓波鷹 ハスクバーナ/TC85 千葉

418 笠原　峻 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ85 埼玉

504 徳田　光希 リトルガレージ&アイアンテイル カワサキ/ＫＸ85 千葉

624 青松　総一郎 ホンダ/CRF150R 東京

710 榎戸　健太郎 カワサキ/KX85 東京

813 行田　塁 ダイワカーズ　Caris KTM/85SX 神奈川

888 中村　瑛斗 馬力屋 KTM/85SX 東京

903 加藤　那由多 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ85 東京

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

8 外間　匠 T.E.SPORT Jr ホンダ/CRF150R 山梨

16 伊藤　凜 ハスクバーナ/TC85 東京

23 大内　健八 城北ライダース ホンダ/ＣＲＦ１５０Ｒ 埼玉

44 戸﨑　大翔 アイアンテイルMRS カワサキ/KX85 千葉

418 笠原　峻 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ85 埼玉

710 榎戸　健太郎 カワサキ/KX85 東京
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1 川上　陽登 ヤマハ/YZ65 茨城

2 熊谷　夏空 T.E.SPORT Jr. KTM/65SX 東京

3 大川　和寿 KTM/65sx 神奈川

7 杉本　琉駕 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ65 東京

11 樋上　陽亮 MX北山(仮)スケスケ兄弟 カワサキ/KX65 静岡

23 上野　琥楠 Y's Racing ヤマハ/yz65 山形

28 萩野　雄雅 ワイズレーシング ヤマハ/YZ65 宮城

55 福沢　悠人 ハスクバーナー/TC65 長野

66 永澤　匠真 ヤマハ/YZ65 埼玉

72 中村　夏乃 ヤマハ/YZ65 静岡

82 椎名　世 モトワークスエムエックスハスクバーナ ハスクバーナ/ＴＣ６５ 静岡

86 前原　歩叶 カワサキ/KX65 東京

88 堀田　新 KTM/65SX 兵庫

100 田口　桃多 カワサキ/kx65 埼玉

107 白石　幸大 カワサキ/KX65 長野

110 岡野　煌己 ヤマハ/YZ65 埼玉

229 清宮　楓矢 レーシングチーム鷹 ヤマハ/YZ65 神奈川

301 鷹島　怜央 ヤマハ/YZ65 千葉

448 佐藤　吉弥 ヤマハ/YZ65 埼玉

711 井原　七翔 KTM/65SX 埼玉

717 石橋　叶翔 ハスクバーナ/TC65 神奈川

823 目黒　結翔 ハスクバーナ 東京

926 目黒　愛翔 ハスクバーナ/TC65 東京

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

9 飯田　龍生 スズキ／ＤＲＺ50 静岡

11 樋上　健亮 MX北山(仮)スケスケ兄弟 スズキ/DR-Z50 静岡

28 萩野　雄雅 ワイズレーシング スズキ/DRZ50 宮城

39 高橋　幸太郎 T.E.SPORT Jr. ホンダ/CRF50F 埼玉

66 福沢　悠人 スズキ/DRZ50  長野

100 田口　桃多 スズキ/DRZ50 埼玉

227 鷹島　愛渉　 ホンダ/CRF50F 千葉

365 高城　零 名木モト少年団 ホンダ/CRF50F 茨城

881 斉藤　颯天 野田ジュニアRC ヤマハ/TTR-50E 千葉

ゼッケン№ 氏名 所属公認クラブ名 参加車両 所属県

488 佐藤　心弥 KTM-50SX 埼玉

チャイルドクロスＡ

チャイルドクロスB

キッズ65


