
2017年　八剣山　スノーライディング　指定ゼッケン

指定ゼッケン 名前　1 名前　2 車種 クラス チーム名
1 鈴木　儀広 XR100 きつね モトウェーブ元祖
2 佐藤　浩司 多田　伸雄 XR100R きつね
3 山下　裕 XR125 きつね
4 大島　美彦 CRF115 くま TEAM BK
5
6 山本　拓郎 TTR125 くま モトウェーブひとり
7 高見　良隆 真田 逸見 セロー225 しか 高見道
8 緑川　禎志 清水 ｸﾘｽﾃｨﾆ（2ＷＤ） くま テイジ
9 冨田 涼佑 カブ88 きつね Dream 小樽のカブ乗り小僧
10 得能　謙二 DT50 うさぎ CSオクノ
11 奥野 　仁 大宮 貴範 CRF125F きつね 気まぐれコンセプト
12 木村　圭太 猪田　晴一 CRM80 きつね 小樽三盃モータース
13 成田　慎一郎 MD50　（125） くま ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ　ﾜｺｰｽﾞ　ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰ
14 柴沼 貴幸 エイプ50 うさぎ
15 資延　泰規 EZ9 きつね ロケットクラフトＲＡＣＩＮＧ
16 松山　武史 DT125R きつね ライフオートRT白老牛
17 木村 学 EX50 きつね ホンダ ドリーム小樽
18 星野　浩一 佐久間　一寿 KLX110L きつね 北海道スパモ部
19 石原　信 YZ85LW くま コンセプト札幌
20 柿崎　辰也 YZ80 くま 小樽三盃モータース
21
22 竹鼻　真司 ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ50 うさぎ 小樽三盃モータース
23 小俣　太 CRM50 うさぎ ﾓﾄｳｪｰﾌﾞ天然水
24 金岡　高史 東　佳孝 カブ９０改 きつね ﾎﾝﾀﾞﾄﾞﾘｰﾑ小樽RT
25 前川　透 小野　宏幸 カブ９０ きつね ﾗﾝﾃﾞﾌﾞｰ＆Fポイント
26 田村　拓也 櫻井 セロー225 しか
27 竹内　直樹 結城 竹内 ｽﾄﾘｰﾄﾏｼﾞｯｸ50 うさぎ 爆？？笑モトクロス部
28 佐藤裕二 KTM250EXC　SD くま 日高モーターサイクリストクラブ
29 吉田　共哉 川端　伸一郎 KSR80 きつね CSオクノ
30 岩崎 雄也 岩崎 友治 KX80 くま Ｒ３９３ｓｐｌ withプロダクト岩崎一家
31 角田　貴敬 藤井　秀之 CRF125F くま moto crafuto A
32 工藤　幸則 セロー225W しか WH TOYA リゾート

33 松浦　秀範 XR100 くま ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ･ﾜｺｰｽﾞ・ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰ
34 池田　昌司 藤井　龍 CRF125F くま モトクラフト
35 宇山　哲司 脇田　啓介 ストリートマジック50 うさぎ CS　オクノ
36 高橋孝誠 TLR200 しか 〒バイク部
37 伊原　巧  R＆P きつね
38 伊藤　智耶 TTR50 うさぎ イニシャルＴ
39 坂野　義勝 ストリートマジック５０ うさぎ
40 伊藤 健太 DT125 きつね 〒バイク部
41 高見　智代 トリッカー しか 高見道
42 木元　敏人 ハスラー50 うさぎ ﾓﾄｳｪｰﾌﾞ　ｳｺﾝの力
43 大津　壮稔 CRF100 くま ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ　ﾜｺｰｽﾞ　ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰ
44 高田　昌明　ﾄｶｹﾞ  渡辺　和弘 カブ90/ＴＬＲ200 きつね
45 太田　祐介 DT50 うさぎ ﾓﾄｳｪｰﾌﾞめざせ１位
46 広瀬　義春 YZ80 くま
47 尾山　弘 ＣＲＦ150Ｒ くま
48 石川　豪宏 YZ80　125Ｆ つがぴゃ
49 笠原　洋章 MD90 きつね 〒バイク部
50 笠井　好彦 ＣＤ50 うさぎ ＣＤ50
51 福家　祐二 XR100R きつね
52 山森　嘉尚 内海　崇 リトルカブ うさぎ UCY
53 坂川　和彦 XR100 きつね 3代目

54 林　亮太 羽田　真吾 清野　卓弥 スーパーカブ うさぎ チーム　インパクト
55 池田 西　 XR100R きつね ｻﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ　ｉ
56 古屋　誠 DT50 うさぎ ARKパパさん
57 白神　政博 セロー225 しか 高見道
58 貝澤　展裕 多田 ｽﾄﾘｰﾄﾏｼﾞｯｸ50 うさぎ CSオクノ
59 加藤 由紀子　 CRF125F きつね クルムス SAPPORO
60 野里　圭介 TT-R50E うさぎ クルムス SAPPORO
61 池田　博之 鎌倉 セピア うさぎ ｻﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ・I（ｱｲ）
62 藤戸　和樹 CRF100 きつね 足寄マウンテンライダース
63 前田　龍之介 菊池　領 XR100R きつね 浜風
64 天野　勝幸 CRF100 きつね マルセイバター中札
65 岡　光治 スパーカブ50怪　100 きつね クルムスSAPPORO＆本澤会
66 京野 中江 ＣＲＦ150 くま 3年6組
67 鈴木　崇尋 XR100R きつね スナップオン　ワコーズランデヴー

68 藤井　龍 セロー225 しか モトクラフト
69 西山　忠和 多田　学 トゥディ うさぎ ＣＳオクノ
70 逸見 井上 セロー225 しか Dトラ商会
71 高田 雅俊 佐々木 MD90 きつね 〒バイク部
72 吉岡　賢治 吉岡　明日香 ﾚｯﾂ4 うさぎ ＣＳオクノ
73 菅原　孝之 CRF70 きつね クルムス SAPPORO
74 柳澤 希代子 佐藤　典子 柳澤　克哉 CRF50 うさぎ ドリーム小樽
75 松山　雄大 伊藤　元 KX65 くま TOP　FORCE　ライフオートキッズRT
76 高島　雅弘 須田　智也 福田　和是 CRM50 うさぎ 不動車直し隊
77 小坂 小坂　 TTR110 きつね ライフオートRT白老牛
78 鎌倉　浩之 西　達也 XR100 きつね サドルバック



79 石井　英峰 DR250R しか マッドマックスレーシング
80 井野　浩司 ＫＳＲ50 うさぎ モト・ウェーブ気合と根性
81 長畑 今岡 馬場 カブ うさぎ 長畑ＧＯＧＯﾚｰｼﾝｸﾞ！
82 池田　龍夫 DT50 うさぎ ORANGE FACTORY
83 成田　凌平 ｽｰﾊﾟｶﾌﾞ50 うさぎ 北海道スパモ部＆ｸﾙﾑｽＳＡＰＰＯＲＯ
84 杉山　翼 TTR50-E うさぎ
85 久保田 川田 ＸＲ100 きつね ＴＥＡＭ　ＫＡＧＩＳＥＮ
86 澤田　康平 牧野　則昭 YZ80 くま
87 海野　篤史 海野　順次 CRM80 きつね sea-west
88 澤内 宏彰 PW80 きつね 別海オフロードバイククラブ
89 三盃　諭 三盃　 XR100R きつね 小樽三盃モータース
90 西條　将徳 金丸　央明 ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ50 うさぎ モトウェーブ仮面舞踏会
91 谷口　太一 川本　洋己 YZ80 くま ACCEL＋RSR

92 松永 工藤 PW80 きつね ＦＢＦミニＢｉｋｅ部
93 菊地　聡 高田 KSR80 きつね アセナ　アルファ
94 松本　和也 ＲＶ50 うさぎ ＶＡＮＶＡＮ￥Ｓ
95 塚田　晃尚 EZ9 きつね 日高モーターサイクリストクラブ
96 渡辺 内藤 CRM80 きつね モーターガレージ　アクセル
97 田家　和昌 羽田　真吾 CRF100 くま サドルバック
98 稲葉　有記 XR100R きつね
99 喜田　新二 KLX110L きつね
100 佐野 植木 CRF50 うさぎ
101 小西 今村 ＣＲ80Ｒ くま ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ･ﾜｺｰｽﾞ・ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰ
102 山内 高瀬 ＲＭ85Ｌ くま ワコム
103 松村　誠 MD90 きつね マルセイバター中札
104 結城　仁 XR100 きつね タートルライダー
105 櫻井ﾆｸﾗｽ塁 ミニモト50 うさぎ チーム八剣山
106 山口　智明 ＫＬＸ140 くま ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ･ﾜｺｰｽﾞ・ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰ
107 篠島　正 大場 中華CRF100/ＣＲＭ80 きつね ZIN　WORKS
108 斎藤　穂高 西尾 カブ50 うさぎ サドルバック　ファミリー
109 梅本 清水 中野 プレスカブ うさぎ いすゞ神奈川支部withﾜｰｶﾑ北海道
110 日置　孝幸 YZ250FX くま
111 羽田 林 PW80 きつね モトウェーブ眼鏡
112 加納　唯 坂口 遠藤 V90T きつね CSオクノ
113 小林　崇晶 ＣＲＦ100 くま
114 遠藤　祐司 JOG うさぎ モトウェーブDEVO
115 若島　正司 村上　朋加 ＣＲ80 くま
116 大野　洋雅 カブ110 きつね
117 塚見　晃子 野本　航助 吉田　竜二 CRF50/ＭＴＸ50 うさぎ ライフオートRT年の差３４号
118 林　直人 ﾂﾅｷﾞ　ﾕｳｷ YZ85 くま Ｎ＆Ｄ
119 伊藤　拓斗 下総　凌太朗 下総　真太朗 DRZ50 うさぎ チームPRS
120 岡田　いずみ CRF125F きつね ホンダ　ドリーム小樽
121 松浦　克紀 村上 淳一 CR85R くま レーシング松組
122 毛利　優介 石川　純 BWs50 うさぎ 北海ゴムコム
123 乙坂　友広 MD90 きつね
124 松下 隆起 松下 勝則 KX60 きつね
125 櫻井　琉菜 PW50 うさぎ チーム八剣山
126 牧　健一 YZ80 くま ヘルシーファースト
127 佐藤　直香 KLX125 きつね
128 谷口　創一 荊木　義一　 ノーティーＤＡＸ50（90） きつね ブレイブキンＲＴ
129 井畑　伸基 ゴリラ88 きつね あまぞんあどべんちゃあ
130 澤辺 陵 澤辺 和人 ストリートマジック 50 うさぎ
131 櫻井　学 田村　拓也 150 くま 八剣山果樹園
132 南澤　秀吉 KLX110L きつね
133 梶原　啓一 CRM80 きつね モトクラフト
134 松山竜樹 松山　湧士 村椿　智幸 ストリートマジック50 うさぎ センテンススプリング
135 野口　哲哉 ズーマー50 うさぎ ズーマーJAPAN
136 佐々木　香奈 武知　由樹 CR85 くま チームNT
137 佐藤　和美 ｾﾛｰ250 ねこ
138 安芸  太裕 CRF100 きつね
139 山崎　光宏 バーディー50 うさぎ クルムスSAPPORO
140 甫木　勇太 三浦　直樹 CR80 くま 三笠炭鉱レーシングクラブ
141 佐々木恵悟 YZ85LW くま コンセプト札幌☆中村道場
142 左文字　俊享 松本　典幸 加藤　喜一 ｾﾛｰ225 しか マツモトレーシング
143 大石　昌樹 YZ125 くま コンセプト札幌
144 波田 純一 加藤 隆一 岡本 哲也 セロー225 しか チーム頭十勝
145 今関　俊介 スーパーカブ110プロ きつね クルムスSAPPORO
146 嵐田　親利 高田　昌明 ｾﾛｰ225 しか ブラッスリー吟醸withクルムス
147 渡辺　一弘 渡邊　奏明 XR100 きつね Teamワタナベ＆プラッツ
148 岩崎　隼 CRF50 ひよこ R393spl  4mini部  岩崎一家
149 佐藤　公英 ｾﾛｰ225 しか 猛牛組合
150 坂本 弘正 森   茂 XR100R きつね ヒゲ＆シゲwithプラッツ
151 藤戸 元気 XR100R きつね
152 藤戸　奈緒美 KLX110 ねこ
153 井内　元子 MD90 ねこ 〒バイク部
154 田中　誠司 CRM80 きつね 農道レーサー
155 小熊　剛彦 CRM250 しか 火曜日
156 森川　健二 CRM50 うさぎ ケンケンちーむ
157 吉川 弘幸 CD50改110 うさぎ
158 門野　民男 久保田　聡 ｽﾄﾏｼﾞ110 きつね ﾁｰﾑｹﾝｹﾝ旭川
159 森川　貴元 菊地　芳隆 前川　猛 H3 きつね ﾎﾟﾝｺﾂｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
160 井手川　まみ 大川　誠 森山　徳善 KTM200EXC くま
161 佐藤　典宏 XR100R きつね 伊藤塾
162 橋爪　浩孝 XR100R きつね 伊藤塾
163 佐藤　翔 XR100R きつね 伊藤塾
164 菊池　尚 XR100R きつね 伊藤塾
165 金ｹ崎　貴義 ｴｲﾌﾟ115 きつね ﾎﾝﾀﾞﾄﾞﾘｰﾑ小樽



166 佐々木　拓大 渡辺　一宏 三本　雅章 KX80 くま GERONIMO　RACING
167 黒岩　孝康 川原　悟 ﾊﾞﾃﾞｨｰ70 きつね GERONIMO　RACING
168 明嵐　謙一 宮内　雅弘 田中　康一 YB-1　90 きつね GERONIMO　RACING
169 小山　孝尚 山田　直樹 鈴木　崇仁 ｾﾛｰ225 しか
170 渡辺　隆寛 110 きつね
171 門田 貴之 松田  学 山谷 一幸 KLX125 きつね
172 関井　貴夫 山岡　朋彦 WR250R しか コンセプト札幌＠お正月
173 伊藤　拓洋 YZ250X くま ﾌｫｰｶｽ D ｽﾀｼﾞｵ
174 久島　英雄 TTR125 きつね 騎馬民族
175 小松　信幸 ｽﾄﾏｼﾞ50 うさぎ
176 小足　幸久 エイプ100 きつね
177 松下　勝則 大橋　淳希 KX60 きつね
178 今熊　浩志 ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ50 うさぎ ホンダドリーム小樽
179 川嶋 勝也 カブ きつね #マチョ鍋ガレージ
180 佐藤　拓 内記 　延之 XLR80 きつね TAC1
181 高田 将宏 三浦 和人 KSR110 きつね ブラボーチーム
182  津垣 正仁 ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ70改 きつね つがぴ屋
183 小玉　則雄 KLX110L きつね
184 菊池　靖之 85SX くま オフロードENGARU
185 本田　智也 PW80 きつね
186 伊勢　拓充 高野　敦史 折原　元 MD90 きつね モトウェーブ　眼鏡´s
187 中西　亮介 神田　傾子 水本　収威 CRF125F きつね GSGR
188 矢野　匠 大西　浩久 澤永　正幸 DT50 うさぎ Y・S・O
189 本間吾朗 西村憲彦 湯村和彦 CRF125F きつね ずんのやすクラッシャーズ
195 小西 孝征 CR80R くま
333 竹内　嘉宏 YZ250FX くま いのししレーシング?
666 小山内　政智 TE250 くま
711 大田　基晴 CRF125F くま 小樽三盃モータース&ハスクバーナ札幌


