
クラス ゼッケン チーム名 第1ライダー 地域 第2ライダー 地域 第3ライダー 地域 車両1 車両2 車両3

1 ｺﾝｾﾌﾟﾄ札幌withななつぼし 石原　信 札幌 ＷＲ250Ｒ ＹＺ85ＬＷ
2 クルムス&本澤会 菅原　孝之 札幌 ＫＸ100 ＹＺ125Ｘ
3 ＦＤＳ 伊藤　拓洋 札幌 ＹＺ250Ｘ
4 オフロードENGARU 菊池　靖之 紋別 ＫＴＭ250ＥＸＣ-Ｆ
5 ＷＲパワーレーシング 原崎　哲也 愛知県 ＹＺ250ＦＸ
6 ロケットクラフトＲａｃｉｎｇ 資延　泰規 札幌 ほすくばーな１５０

7 キクチ塾 菊池　美三雄 赤平 ＢＥＴＡ250

8 スナップオン・ワコーズ・ランデヴー 成田　慎一郎 幕別町 ＣＲＦ１００Ｆ

9 キクチ塾 荒井　健吉 奈井江 250ＥＸＣ-Ｆ

10 オフロードENGARU 尾山　弘 湧別 ＸＬＲ２５０Ｒ

11 須藤　憲太 登別 WR250F 200EXC
19 特攻野郎Cチームの片割れwithｺﾝｾﾌﾟﾄ 山岡　朋彦 東京 SEROW250

23 LAST SAMURAI 資延　哲規 深川 林　佐一郎 旭川 ＫＴＭ500ＥＸＣ ＫＴＭ500ＥＸＣ
29 ホルモンGO 2 吉田　共哉 江別 木内　彰 中頓別 石井　敏之 中頓別 BETARR2T250 ＷＲ250Ｆ ｔｍ250Ｆｉ
31 オカッペクラブ 佐藤　雄一 江別 岡部　竜介 岩見沢 丹羽　貴嗣 夕張 ＹＺ250ＦＸ ＹＺ125 ＫＸ250Ｆ
67 Initial T&H&I with XPC racing 木元　秀幸 釧路 伊藤　智耶 石狩 安井　陽幸 恵庭市 YZ250 YZ250F RMZ250
71 木古内Finalからの親友チーム 瀧田　学 札幌 斉藤　隆夫 東京 ＦＥ250
77 どんくりコロコロ 若島　正司 旭川 山田　繁 旭川 北　史則 札幌 ＷＲ250Ｆ ＷＲ250Ｆ ＹＺ250ＦＸ
93 本澤会札幌支部 永木　雄二 札幌 岡　光治 札幌 野里　圭介 札幌 ＦＥ250
102 MISSION しょうちゃん塾 小田　史朗 千歳 船越　勝 千歳 寺崎　勲 札幌 ＹＺ125 ＷＲ250Ｆ ＷＲ250Ｆ
103 culb zip ルーキーズ 小谷　昇 旭川 木口　雄介 旭川 宮崎　慶太郎 旭川 ＥＸＣ
109 CLUB ZIP　O 北村　久志 旭川 澤渡　武士 旭川 雨森　英彦 砂川 250ＥＸＣ-Ｆ
131 club ZIP doctortestcoasepudding 坂井　紀幸 旭川 望月　端吾 旭川 奥山　哲哉 旭川
153 高見道 高見　智代 札幌 渡辺　隆寛 千歳 田崎　一磨 北見 BETARR2T250 ＹＺ250Ｘ ＹＺ250ＦＸ
160 サンボンマツJAPAN 竹内　嘉宏 札幌 大石　達也 札幌 三本松　洋介 札幌 YZ250FX YZ125 RM85

03 バカモン(Dummy Racing) 清水　雄一 札幌 緑川　禎志 石狩 青木　聡 札幌 FE250 701ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ ＫＸ250
22 CS. Ok 貝澤　信弘 札幌 鎌田　憲明 北広島 佐々木　伸次 江別 BETARR2T250 ＷＲ250Ｒ ＷＲ250Ｆ
27 苔狭間 清水川　亮 恵庭市 小林　将吏 恵庭市 川浦　太 江別市 ＷＲ250Ｆ ＦＥ250 ＴＴ250Ｒ
28 情熱kiss 嘉島　慎也 千歳市 奥村　雄大 恵庭市 成田　圭佑 恵庭 ＤＴ200Ｒ DT230LANZA ﾌﾘｰﾗｲﾄﾞ250
36 ゆる～いＴＥＡＭＳＰＥＥＤ 飯田　恵子 森町 立蔵　裕也 函館 工藤　幸則 虻田 ＴＥ125 ＹＺ250Ｘ ｾﾛｰ225
46 Useless Offroad Team HETARAYS 石本　悟 札幌 増田　厚 石狩 佐藤　直樹 札幌 YZ250F YZ250F ｼｪﾙﾊﾟ250
74 全酪連　札幌支所 中田　悦男 上川郡 角田　忠嗣 標津郡 氏本　壮 釧路 ＤＴ200Ｒ ＷＲ250Ｆ ＲＭＺ250
92 mission＆ノルトバーン 荻野　照平 千歳 武井　正樹 北広島 荻野　正彦 千歳 ＹＺ80 ＹＺ250Ｘ 250ＥＸＣ-Ｆ
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403 Club☆Ares＆本当は函館よりススキノが好き！ 丸山　晴行 函館 山本　剛 函館 竹村　元伸 木古内 ＫＴＭ250ＥＸＣ-Ｆ ＷＲ250Ｆ ＤＲ250
521 チームバカボン 大宮　崇聖 札幌 浜渦　亮太 札幌 大宮　貴範 札幌 KTM250EXC-F XR250
777 Good Speed 逸見　将人 石狩 山田　直樹 札幌 谷口　篤司 苫小牧 ＤＴ200ＷＲ ＹＺ250ＦＸ 250ＳＸ-Ｆ
8871 Nuppa Racing 田中　誠司 夕張 澤田　真也　 夕張 佐々木　啓介 夕張 ＤＴ200ＷＲ

25 ランデヴー 鈴木　崇尋 中札内 下鳥　潤一 札幌 鈴木　悠太郎 中札内 ｾﾛ-225 ＸＲ100
26 十勝ワイン 南　邦治 池田町 東　億 池田町 西垣　旭 池田町 SEROW225
111 チーム山派 橋爪　浩孝 旭川 島田　真吾 旭川 佐藤　翔 旭川 ＴＴ250Ｒ XR250 ｾﾛｰ225
142 マツモトレーシング 加藤　喜一 夕張 左文字　俊享 札幌 本間　吾朗 空知郡 セロー225 ＣＲＦ125Ｆ
519 Club☆Ares＆函館はイカが不漁！ 菅原　勇太郎 函館 高倉　慶太 函館 平田　和紀 函館 セロー225 WR250R DR250R

21 きまぐれコンセプト 佐藤　和美 札幌 大石　昌樹 札幌 糠塚　太郎 江別 BETA RR4T125 ＦＥ350 200EXC
38 ＷＲﾊﾟﾜｰﾚｰｼﾝｸﾞＴｈｅ450組合 服部　義昌 愛知県 太田　晴美 静岡県 真田　治 新潟県 ＷＲ450Ｆ
24 コンセプトwithクルムス 中年時代 加藤　由紀子 札幌 佐々木　恵悟 札幌 松本　和也 苫小牧 ＣＲＦ125Ｆ CRF250 SEROW250
55 変態紳士pozoxx(本人不在) 渡邊　喜子 東京 石井　遼 埼玉県 ＣＲＦ150Ｆ ＫＴＭ690ｴﾝﾃﾞｭｰﾛ

146 ＭＩＳＳＩＯＮ　しょうちゃん塾 佐竹　孝彦 千歳 河原　敦 夕張 荻野　恵 千歳 ＹＺ125 ＷＲ250Ｆ ＹＺ250ＦＸ
222 八丁レーシンング 熊谷　成哉 室蘭 熊谷　大輔 室蘭 ＫＴＭ125ＥＸＣ 150ＸＣ
227 12耐かしましトリオ 木元　美和 釧路 塚見　晃子 白老 村上　朋加 旭川 200EXC TTR125 ランツァ
338 338レーシング in コンセプト札幌 中江　優介 苫小牧 村井　陽香 北広島 前田　孝志 札幌 ＴＷ200 セロー250 ＹＺ125
429 Club☆Ares＆函館に新幹線来たよ！ 大阪　司 函館 大坂　愛梨 函館 柴田　和広 亀田郡 250EXC-F WR250F RM-Z250

72 翔?爆三連星 結城　仁 札幌 竹内　直樹 札幌 小山内　政智 札幌 ＣＲＭ50改 ＸＲ100Ｒ改 ＣＲＦ100Ｆ
85 R393spl  ミニモト部  爆笑岩崎一家 岩崎　友治 小樽 岩崎　隼 小樽 ＫＸ80
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