
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
1 ケーシー・ストーナー ホルヘ・ロレンソ ケーシー・ストーナー ニッキー・ヘイデン ケニー・ロバーツ・ジュニア アレックス・クリビーレ ミック・ドゥーハン ケビン・シュワンツ

2 レオン・キャミア フランコ・バッタイーニ ダニ・ペドロサ ケニー・ロバーツ・ジュニア マックス・ビアッジ 岡田忠之 アレックス・クリビーレ ダリル・ビーティー ルカ・カダローラ

3 ダニ・ペドロサ マックス・ビアッジ アレックス・クリビーレ 青木宣篤 ルカ・カダローラ ダリル・ビーティー

04 アンドレア・ドヴィツィオーゾ
4 アレックス・バロス アレックス・バロス マックス・ビアッジ カルロス・チェカ アレックス・クリビーレ アレックス・バロス アレックス・クリビーレ ダリル・ビーティー ミック・ドゥーハン

5 ヨハン・ザルコ コーリン・エドワーズ ギャリー・マッコイ セテ・ジベルナウ アレックス・バロス 阿部典史 アルベルト・プーチ ルカ・カダローラ

6 ステファン・ブラドル ステファン・ブラドル ダミアン・カドリン 玉田誠 阿部典史 マックス・ビアッジ ダリル・ビーティー 岡田忠之 アレックス・クリビーレ アレックス・バロス

7 マイク・ジョーンズ 青山博一 青山博一 クリス・バーミューレン 青山博一 クリス・バーミューレン カルロス・チェカ ルカ・カダローラ ドリアーノ・ロンボニ 岡田忠之 アレックス・バロス 伊藤真一
8 エクトル・バルベラ 吉川和多留 岡田忠之 松戸直樹/ギャリー・マッコイ ギャリー・マッコイ クリス・ウォーカー 岡田忠之 カルロス・チェカ ファン・ボルハ ショーン・エメット アレックス・クリビーレ

9 ダニロ・ペトルッチ 青木宣篤 青木宣篤 レオン・ハスラム 青木宣篤 アレックス・バロス アルベルト・プーチ 阿部典史 アレックス・バロス

10 ルカ・マリーニ ザビエル・シメオン ケニー・ロバーツ・ジュニア ホセ・ルイス・カルドソ アレックス・バロス ケニー・ロバーツ・ジュニア ジェレミー・マクウィリアムス ダグ・チャンドラー

11 ベン・スピーズ フォンシ・ニエト ルーベン・チャウス 宇川徹 ダビィ・デ・ヘア サイモン・クラファー トロイ・コーサー スコット・ラッセル ベルナール・ガルシア ジョン・コシンスキー

12 マーベリック・ビニャーレス トーマス・ルティ 津田拓也 ジェイミー・ハッキング トロイ・ベイリス 青木治親 シェイン・ノルバル ジャン・ミッシェル・バイル カルロス・チェカ ファン・ロペス・メリャ

13 アンソニー・ウエスト アンソニー・ウエスト ベルナール・ガルシア ジェレミー・マクウィリアムス ロリス・レジアーニ
14 ランディ・ド・プニエ マーカス・ペイテン/アンソニー・ウエスト ファン・ボルハ アドリアン・ボシャール ジェレミー・マクウィリアムス

15 アレックス・デ・アンジェリス スティーブ・ラップ アレックス・デ・アンジェリス セテ・ジベルナウ 小西良輝 セテ・ジベルナウ フレデリック・プロター ドリアーノ・ロンボニ ジョン・レイノルズ

16 ユルゲン・ファン・デン・グールベルク ジョハン・スティッジフェルト 加賀山就臣 ジャン・フィリップ・ルジア ユルゲン・フックス ローレン・ナヴォー ローレン・ナヴォー

17 カレル・アブラハム カレル・アブラハム ミゲル・デュハメル ランディ・ド・プニエ クリス・バーミューレン 阿部典史 ユルゲン・ファン・デン・グールベルク ルシオ・ペデルチーニ アルベルト・プーチ 阿部典史 アルベルト・プーチ

18 ジャン＝ミシェル・バイル ブレンダン・クラーク セバスチャン・ル・グレル マーカス・オーベル ギャリー・マッコイ 青木宣篤 ジェームズ・ヘイドン ローレン・ナヴォー ベルナール・ガルシア

19 アルバロ・バウティスタ オリビエ・ジャック オリビエ・ジャック オリビエ・ジャック 梁明 ジョン・コシンスキー ドリアーノ・ロンボニ ショーン・エメット ファン・ボルハ ショーン・エメット

20 ファビオ・クアルタラロ ペレ・リバ フィル・ガイルス マイク・ヘール ルカ・カダローラ セテ・ジベルナウ 新垣敏之 クリスティアーノ・ミリョラーティ ケビン・ミッチェル

21 フランコ・モルビデリ 中須賀克行 中須賀克行 ジョン・ホプキンス ジョン・ホプキンス バリー・フェネマン ロン・ハスラム レジス・ラコーニ/マイケル・ラター 難波恭司 ユルゲン・ファン・デン・グールベルク 藤原克昭 ベルナルド・ハエンゲリ ケース・ドゥーラッカース

22 サム・ロウズ イバン・シルバ ベン・ボストロム イヴァン・シルヴァ セバスチャン・ジャンベール カーク・マッカーシー ルシオ・ペデルチーニ

23 エネア・バスティアニーニ クリストフ・ポンソン ブロック・パークス ルカ・スカッサ 伊藤真一 清成龍一 コーラム・ラムゼイ マット・ウェイト アンソニー・ゴバート ユージン・マクメイナス ルシオ・ペデルチーニ

24 トニ・エリアス トニ・エリアス トニ・エリアス ジェイソン・ヴィンセント ギャリー・マッコイ 青木拓磨 カルロス・チェカ スコット・グレイ クリスティアーノ・ミリョラーティ

25 ラウル・フェルナンデス マーベリック・ビニャーレス 芹沢太麻樹 シャウン・ジェロニミ ホセ・ルイス・カルドソ 加賀山就臣 ローレン・ナヴォー ジャン＝マルク・デレタン ニール・ホジソン マルコ・パパ

26 ダニ・ペドロサ ダニ・ペドロサ ダニ・ペドロサ ウラディミール・カストカ ジョン・マクギネス 青木治親 ベルナール・ガルシア 加賀山就臣 テリー・ライマー ジム・フィリス

27 イケル・レクオナ ケーシー・ストーナー ケーシー・ストーナー フランコ・バッタイーニ セバスチャン・ジャンベール ルカ・カダローラ ベルナール・ガルシア 藤原克昭 ピーター・ゴダード フレデリック・プロター アンドリュー・ストラウド ベルナルド・ハエンゲリ

28 ラルフ・ウォルドマン アレックス・クリビーレ ラルフ・ウォルドマン ウィリアム・コーツ ブルーノ・ボニュール フリアン・ミライエス

29 アンドレア・イアンノーネ ダビド・ガルシア 北川圭一 マルセリーノ・ルッキ アンドレアス・ロイテ

30 中上貴晶 ホセ・ルイス・カルドソ ホセ・ルイス・カルドソ アンソニー・ゴバート アンドリュー・ストラウド ヴィットリオ・スカートラ

31 ギャレット・ガーロフ 野左根航汰 原田哲也 原田哲也 ロター・ノイキルフナー

32 ロンレンソ・サバドーリ グレゴリオ・ラビッラ/ギャリー・マッコイ ヤーノ・ヤンセン マーク・ガルシア ステファン・メルテンス 新垣敏之 エフレン・ビショフ

33 ブラッド・ビンダー マルコ・メランドリ マルコ・メランドリ 梁明 ダビッド・トマス マーク・ウィリス クリス・テイラー パウル・ペリッシエール

34 ケビン・シュワンツの功績により永久欠番 ケビン・シュワンツ ブルーノ・ボニュール

35 カル・クラッチロー クリス・バーンズ アンソニー・ゴバート ブライアン・モリソン

36 ジョアン・ミル ミカ・カリオ ミカ・カリオ ジェームス・ハイドン スティーブン・ブリッグス 伊藤真一 ジェイミー・ロビンソン ジャン・フォラ

37 ミゲル・テイ スティーヴ・マーティン フレデリック・プロター エルブ・モアノー

38 ブラッドリー・スミス アントニオ・イリサール エルマンノ・バスティアニーニ

39 グレゴリオ・ラビッラ アレッサンドロ・グラミーニ リー・プラン ジェームズ・ヘイドン

40 ダリン・ビンダー エクトル・バルベラ ジョゼ・クーン ニール・ホジソン

41 アレイシ・エスパルガロ ジョシュ・ヘイズ アレイシ・エスパルガロ ガボール・タルマクシ 宇井陽一 芳賀紀行 芳賀紀行 伊藤真一 エンリケ・デ・フアン アンドリュー・ストラウド

42 アレックス・リンス クレイグ・コンネル ピーター・ゴダード

43 ジャック・ミラー クリス・マクラーレン 梁明 パオロ・テッサーリ
44 ポル・エスパルガロ マイケル・バーンズ ダビド・サロム アレイシ・エスパルガロ ロベルト・ロルフォ クリス・ウォーカー マルク・ガルシア
45 スコット・レディング マーティン・バウアー 松戸直樹 コーリン・エドワーズ 吉川和多留 ジョン・アレン スコット・ラッセル

46 バレンティーノ・ロッシの功績により永久欠番 バレンティーノ・ロッシ ジョン・マクギネス

47
48 ホルヘ・ロレンソ 柳川明 マーティン・クラギル

49 ファビオ・ディ・ジャンアントニオ

50 シルバン・ギュントーリ ユージーン・ラバティ ダミアン・カドリン シルバン・ギュントーリ シルバン・ギュントーリ ニール・ホジソン シルバン・ギュントーリ 芳賀紀行 ニール・マッケンジー

51 ミケーレ・ピロ 加賀山就臣 藤原儀彦 ジャン・ピエール・ジャンダ
52 ルーカス・ペセック ジェームス・トスランド ダビド・デ・ヘア ダヴィ・デ・ヘア 藤原儀彦 青木拓磨 マーティン・クラギル スコット・ドゥーハン

53 ティト・ラバト ラッセル・ウッド フランチェスコ・モナコ

54 マティア・パシーニ 清成龍一 ミハエル・ルドルフ

55 ハフィシュ・シャハリン ダミアン・カドリン レジス・ラコーニ レジス・ラコーニ レジス・ラコーニ ニッギ・シュマスマン 青木拓磨
56 ジョナサン・レイ 中野真矢 嘉陽哲久 本間利彦 阿部典史
57 チャズ・デイビス ファビオ・カルパーニ 本間利彦
58 マルコ・シモンチェリの功績により永久欠番 マルコ・シモンチェリ フェリスベルト・ティシェイラ

59 セテ・ジベルナウ

60 ユルグ・シェルホルン

61
62 マンフレート・エアハルト

63 フランチェスコ・バニャイア マイク・ディ・メッリオ ジャンマリア・リベラーニ ウド・マーク

64 秋吉耕佑 秋吉耕佑 秋吉耕佑 加賀山就臣

65 ロリス・カピロッシの功績により永久欠番 ロリス・カピロッシ ロリス・カピロッシ
66 アレックス・ホフマン マルコ・パパ ニッギ・シュマスマン

67 ブライアン・スターリング シェーン・バーン ハンス・ヴィーザー

68 ヨニー・エルナンデス マーク・ウィリス ジョン・マクギネス

69 ニッキー・ヘイデンの功績により永久欠番 ニッキー・ヘイデン ニッキー・ヘイデン ジェイミー・ウィザム カール・トルクセス ジェームズ・ヘイドン ピエール・モネレー

70 マイケル・ラバティ フロリアン・フェラッチ マルコ・パパ カール・フォガティ

71 クラウディオ・コルティ クラウディオ・コルティ カルロス・チェカ クリス・バーミューレン 加賀山就臣 沼田憲保 ジャン・パブロ・ジャニーニ ピエールフランチェスコ・キリ

72 マルコ・ベッゼッキ 高橋巧 伊藤真一 高橋裕紀 伊藤真一 宇川徹/シェーン・バーン 宇川徹 伊藤真一 フェルナンド・クリストバル ミハエル・リーデル

73 アレックス・マルケス 青山博一 ニック・ホプキンス

74 加藤大治郎の功績により永久欠番 加藤大治郎 ケース・ドゥーラッカース

75
76 ロリス・バズ ネストール・アモローゾ

77 ファビエル・デル・アモール ジェームス・エリソン ジェームス・エリソン エスキル・スッター フェリペ・ホルタ

78
79 ブレーク・ヤング ピエール・モネレー チャック・グレイヴス

80 カーチス・ロバーツ カーティス・ロバーツ カーティス・ロバーツ

81 ジョルディ・トーレス

82 ミカ・カリオ

83
84 ミッシェル・ファブリツィオ ロベルト・ロルフォ ミッシェル・ファブリツィオ ミッシェル・ファブリツィオ ミッシェル・ファブリツィオ アンドリュー・ピット

85 クリス・ウォーカー

86
87 レミー・ガードナー 柳川明
88 ミゲル・オリベイラ ニッコロ・カネパ アンドリュー・ピット アンドリュー・ピット スコット・スマート

89 ホルヘ・マルティン 中須賀克行 中須賀克行

90 ジェレミー・マクウィリアムス

91
92
93 マルク・マルケス
94 ジョナス・フォルガー ダビド・チェカ

95 ロジャー・リー・ヘイデン ロジャー・リー・ヘイデン

96 ジェイク・ディクソン ポール・ヤング ジェイミー・ウィザム

97
98 ジェイソン・ヴィンセント

99 ホルヘ・ロレンソ ホルヘ・ロレンソ ジェレミー・マクウィリアムス ジェレミー・マクウィリアムス ジェレミー・マクウィリアムス
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