
1 前橋 孝洋 100 赤堀 吉功 200 近藤 香織 300 小島 竹輝 400 柴沼 貴幸

2 鈴木 健二 101 毛利 真悟 201 菅原 聖子 301 野頭 勝敏 401 島崎 千恵

3 釘村 忠 102 日野 裕介 202 増田 まみ 302 横沢 諒太 402 片倉 尚輝

4 太田 幸仁 103 産方 卓也 203 川田 いづみ 303 勝田 貴裕 403 中島 章裕

5 内山 裕太郎 104 安喰 好二 204 太田 晴美 304 小山 孝尚 404 島貫 章

6 渡會 修也 105 推名 信明 205 Lexi Pechout 305 西川 輝彦 405 鈴木 隆

7 大神 智樹 106 得地 孝一 206 高見 智代 306 伊藤 義朗 406 有田 光義

8 田中 教世 107 田中 弘行 207 飯田 恵子 307 春日 琢磨 407 清川 洋祐

9 中島 敬則 108 福岡 直樹 308 春山 幸博 408 門田 寛仁

10 熊本 悠太 109 千葉 哲也 309 嶋根 翔 409 王田 嘉裕

11 石戸谷 蓮 110 前田 孝志 310 齋藤 拓夫 410 畑中 俊昭

12 近藤 有介 111 山西 利康 311 高橋 信也 411 小舘 康人

13 渡辺 学 112 池田 幸治 312 島根 寛光 412 今村 和也

14 真田 治 113 鈴木 康司 313 松下 典弘 413 関 一政

15 在原 勉 114 村上 洸太 314 太田 尚志 414 堀内 充

16 横澤 拓夢 115 小谷 昇 315 坂井 紀幸 415 浅見 崇広

17 新沼 光 116 神馬 匠 316 Lawrence Hacking 416 多田 豊

18 荒川 一佳 117 冨永 たすく 317 高田 孝広 417 谷岡 志郎

19 大川原 潤 118 渡邊 浩一 318 清水 雄一 418 玉木 康成

20 佐々木 智満 119 山口 昌也 319 相澤 貢 419 石井 淳哉

21 谷口 篤司 120 上福浦 明男 320 大場 昭彦 420 金子 環

22 柴田 和広 121 木口 雄介 321 西諏訪 光二 421 河本 純一

23 阿部 道夫 122 蜂谷 敦 322 宇都 裕貴 422 滝沢 宏

24 菅原 勇太郎 123 山田 直樹 323 渡邉 誉 423 高畠 渉

25 友山 雅人 124 工藤 正道 324 田村 公邦 424 鈴木 隆浩

26 中島 章悟 125 宮崎 慶太郎 325 尾崎 豊 425 仁科 範文

27 秋山 真力 126 新宮 浩平 326 中村 裕 426 石田 頼康

28 大川 誠 127 渡邉 宙 327 坂口 智洋 427 田中 秀顕

29 千葉 孝弘 128 世利 和輝 328 菅原 悠花 428 三上 勝久

30 佐伯 竜 129 高橋 豊美 329 中江 優介 429 長島 健

31 栁原 博一 130 竹村 元伸 330 伊藤 智耶 430 山崎 政一

32 後藤 敏文 131 重村 孝司 331 伊原 巧 431 大竹 將之

33 半谷 尚政 132 勝野 善太郎 332 秋元 洋 432 大西 浩一

34 滑川 勝之 133 廣林 学 333 佐藤 剛 433 青木 浩之

35 保坂 修一 134 大崎 充浩 334 美田 優 434 隅田 隆帆

36 齋藤 祐太朗 135 手塚 恒夫 335 佐藤 慶一 435 鈴木 正彦

37 飯塚 翼 136 重富 哲 336 戸田 学人 436 坂下 智昭

38 木村 吏 137 松井 航 337 藤橋 玲雄 437 武田 三十郎

39 亀田 卓大 138 橋口 元 338 寺岡 順平 438 武田 寛之

40 池町 佳生 139 中島 卓裕 339 有田 貢治

41 西村 泰治 140 今野 保幸 340 菊地 俊廣

141 菅谷 栄美 341 佐久間 吉紀

142 島田 真吾

143 奥谷 雅夫 IA 1〜99番 赤地/白文字
144 竹内 嘉宏 IB 100〜199番 紺地/白文字
145 小野 勝則 ウィメンズ 200〜299番 紫地/白文字　左上にW
146 草木 幸多郎 ナショナル A 300〜399番 黃地/黒文字
147 江口 泰範 ナショナル B 400〜599番 白地/黒文字
148 増田 健太 承認B 600〜699番 黒字/白文字
149 小池 登 承認C・CW 700〜799番 C:緑地/⽩⽂字 CW:⽩地/⾚⽂字
150 白石 清 承認ジュニア 800番〜 白地/黒文字
151 毛利 雅一

152 月原 邦浩 ※年間指定ゼッケン対象以外の選⼿のゼッケン番号は、
153 行武 邦浩 最初にエントリーした⼤会の受付完了時点でJECプロモーションが指定します。

WOMENS National A National B
ナショナル B

2019年度 MFJ全⽇本エンデューロ選⼿権  年間指定ゼッケン  

< 1〜99 > < 100〜199 > < 200〜299 > < 300〜399 >

<2019.1.18改訂>
International A International Ｂ

< 400〜599 >

インターナショナルＡ インターナショナルB ウィメンズ ナショナル A


