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人数 クラス ゼッケン 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 車両 チーム名 参加者の場所
2 大津　壮稔 ＣＲＦ100Ｆ ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ・ﾜｺｰｽﾞ・ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰ 帯広
5 坂野　義勝 ＣＲＦ125Ｆ 札幌
6 高見　良隆 真田　治 セロー225 高見道 札幌/
8 佐藤　裕二 250EXC TPI 日高モーターサイクリストクラブwithサイクロン 岩見沢
9 嵐田親利 髙田　昌明 佐藤　正教 セロー225 ブラッスリー吟醸Withﾌﾟﾗｯﾂ＆クルムス 札幌
10 柴沼　貴幸 ＣＲＦ100 札幌
19 石原　信 前田　孝志 ＷＲ250Ｒ ライオンキング心配ないさ～ 札幌
24 三盃 諭 ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース 小樽
150 鈴木　儀広 ＣＲＦ100 モトウェーブ元祖 札幌
410 伊藤　智耶 KLX110 ＸＰＣ 石狩
711 大田　基晴 CRF100 小樽三盃モータースwith大島牧場 小樽
15 竹内　直樹 竹内　翔 ストリートマジック50 タケショウ 札幌
31 得能 謙二 ＤＴ50 CSｵｸﾉ 江別
44 宇山　哲司 脇田　啓介 ストリートマジック50 CS オクノ 北広/江別
57 古屋　誠 小野寺　学 ＤＴ50 ＡＲＫパパさん 旭川
62 木元　敏人 ＤＴ50 モトウェーブウコンの力 札幌
69 野里　圭介 TT-R50E クルムスSAPPORO 札幌
81 吉岡　 賢治 吉岡 明日香 レッツ4 CSｵｸﾉ 札幌
92 山崎　光宏 バーディー50 クルム札幌 札幌
110 芳野　倫顕 西條　将徳 スーパーカブ50改 モトウェーブ仮面舞踏会 札幌
151 吉田　章人 富山　広太 ＣＲＭ50 小樽三盃モータース 小樽
152 松田 保治 笹本 隆雄 ストリートマジック50 ケンケン 2 旭川
153 大引 稔 上高 裕之 CRF50F 札幌
154 副島 成高 土谷 柵山 エイプ50 saihai 江別
155 澤辺　陵 鎌倉 ストリートマジック５０ 札幌
156 今野　裕生 立麻　賢一 ＤＴ50 チームぐんかん岬 札幌
157 河崎　純哉 森　健司 萬徳　敏正 カブ　５０ OTRオレンジカブ 小樽
11 安芸  太裕 森 茂 ＣＲＦ100 オオカミ 札幌
12 資延  泰規 ＥＺ9 ロケットクラフトRACING 札幌
16 成田慎一郎 ＭＤ50 スナップオン ワコーズ ランデヴー 幕別
20 坂川　和彦 XR100モタード チーム　ジーさん 旭川
27 渡辺　隆寛 ＴＴＲ110 高見道 千歳
30 竹鼻 真司 ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース 小樽
36 門野　民男 佐藤　雅彦 CRF125F チームケンケン旭川 旭川
39 竹内 嘉宏 三本松 ＸＲ100 チーム三本 札幌
40 佐藤　浩司 多田　伸雄 ＸＲ100 サドルバック・クラシック 札幌
43 橋爪　浩孝 ＣＲＦ100 伊藤塾 旭川
48 海野　順次 ＣＲＭ80 ＳＥＡ-ＷＥＳＴ 札幌
50 津垣 正仁 ＣＲＦ125Ｆ つがぴ屋 恵庭
55 天野　勝幸 ＣＲＦ100 マルセイバター中札 帯広
61 久島　英雄 ＴＴＲ125 騎馬民族  河東郡
77 太田　祐介 ＸＲ100Ｍ モトウェーブ風の国 札幌
78 小林　崇晶 ＣＲＦ100 ワコーズ ランデヴー ミラータイム 幕別町
82 武石　伸也 渡辺　正史 内藤　潤 ＣＲＦ125Ｆ アウトリメッサ+ﾓｰﾀｰｶﾞﾚｰｼﾞｱｸｾﾙ 札幌/函館/青森
84 松村　誠 ＭＤ90 マルセイバター中札 帯広
96 菅原　儀世 澤　貴彦 ＣＲＦ100Ｆ 十勝ライダーズ 苫小牧/日高
97 鈴木　崇尋 乙坂　友広 CRF100 ワコーズ　ランデヴー 河西郡/札幌
98 結城　仁 ＣＲＦ100 bikemanmasa 札幌
117 大橋　淳希 松下　隆起 XR100モタード 江別 江別
119 池田　博貴 XR100 サドルバック・アイ 札幌
120 本田　智也 菊池　京歌 向井　秀光 ＰＷ80 サドルバック 寿都
124 柳　俊徳 吉田　浩樹 カブ90 お笑イダーズ 苫小牧
158 内記　延之 松本　治朗 D-Tracker 125 WIN 札幌
159 安藤　寛 ＫＬＸ110 チームMFK 北見
160 本間 吾朗 松本 典幸 杉浦 肇 ＣＲＦ125Ｆ TEAM ゴロテック 南幌/札幌
161 佐藤　拓 佐藤　州 ＸＬＲ80Ｒ 親子丼 札幌
162 田中　誠司 善生　政樹 Ｃ-90 ヌッパーズレーシング 夕張/岩見沢
163 黒川　竜也 杉山　佳範 グロム125 クロスギ！ 札幌/北広
164 三盃 亮太 ｊｒ ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース 小樽
165 吉澤　武実 鈴木　剛 新居　興介 TL125イーハトーブ DICK RIDE Tokyo 東京/千葉
166 南條　道浩 ＸＲ100 プライム運送 当麻
167 奈良崎　貴則 蹴揚 浩泰 ＸＲ100 鉄アゲー 札幌
168 鈴木　賢一 ＴＹ125 キタサントッタヨ 札幌
169 谷口　太一 川本　洋己 ＣＲＦ125Ｆ アクセル＋アウトリメッサ 函館/札幌
170 西村　宣彦 増岡　一臣 湯村　和彦 ＣＲＦ125Ｆ ＴＥＡＭトマポーク 苫小牧/日高
171 小玉　則雄 石蔵　一幸 太田　鬼和 ＫＬＸ110Ｌ 320スノーランド 札幌/岩見沢
172 下斗米　敏文 ＫＳＲ110 チームＭＦＫ 北見
173 松島　篤 ストリートマジック110 yakiniku?? 札幌
174 野呂　昭彦 中村　英敏 武岡　泰弘 KLX125 81 NORTH FOX with 長野塾 南幌
244 佐藤　ツヨシ 堤　哲也 XR50モタード改100 phonix DESIGN 苫小牧
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22 左文字　俊享 加藤　喜一 マツモトレーシング 札幌
25 奥野 仁 佐野 勇一 セロー225 気まぐれコンセプト 札幌
29 吉田　共哉 セロ-225 Ｔｏｍ’ｓ　ＦＩＬＭＳ 江別
46 伊藤 健太  Dトラッカー 〒バイク部 札幌
67 吉川 弘幸 ＴＬＭ200 倶知安
79 中江 優介 ＷＲ250Ｒ ｴﾓﾝ&ｻﾄﾞﾙﾊﾞｯｸwithコンセプト札幌 恵庭
175 山崎　功 野瀬　昌宏 TW200 山崎連合 旭川
176 村井　博樹 菅野　利幸 野村　政宏 TLR250 S8普及委員会ＩＮ北海道 千歳
177 高橋　克典 セロー225 札幌
178 古閑 順也 ＣＢＸ250Ｓ 南幌
179 牧　恵介 阿部　慎一 長谷川　優 セロー225 Capsule（カプセル） 札幌
14 櫻井　学 223 八剣山 札幌
32 岩崎　雄也 岩崎　友治 ＫＸ80 r393spl  岩崎一家 小樽
54 広瀬　義春 ＣＲ85 石狩
65 大石　昌樹 ＦＥ350 コンセプト札幌 札幌
89 池田　博之 ＣＲ80 サドルバック・アイ 札幌
100 甫木　勇太 成田　凌平　 川上　富安 ＣＲ８０ 三笠炭鉱レーシングクラブ 美唄/札幌
134 菊池　靖之 ＳＸ85 オフロードENGARU 遠軽
180 柿崎　辰也 ＹＺ80 小樽三盃モータース 小樽
181 三比　教幸 梅津　学 魚谷 ＲＭ80 GOOD LUCK BROWN\\\'S 札幌
182 高橋　雅治 ＫＸ80 帯広
183 佐々木 恵悟 YZ85LW コンセプト札幌??中村道場 札幌
184 山口　智明 ＫＬＸ140 スナップオン　ワコーズ　ランデヴー 中川郡
47 高見　智代 トリッカー 高見道 札幌
101 加藤 由紀子 ＣＲＦ125Ｆ kiki\\\'s Racing withクルムス 札幌
123 佐藤　和美 ＲＲ4Ｔ125 コンセプト札幌 札幌
149 稲葉　俊江 ＫＳＲ110 〒バイク部 札幌
185 佐藤 登紀子 カブ90 焼肉2 札幌
32 岩崎　隼 ＫＸ80 r393spl  岩崎一家 小樽
186 櫻井ニコラス塁 ミニモト50 八剣山 札幌
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