
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 ライオンキングWithコンセプト札幌 石原　信 札幌 ＷＲ250Ｒ YZ125

2 オフロードENGARU 菊池 靖之 遠軽 250ＥＸＣ-Ｆ

3 特攻野郎Cチーム Tech三十路 山岡 朋彦 東京 セロー250

4 特攻野郎Cチーム＠ハニーゴー 関井 貴夫 札幌 ＷＲ250Ｒ

5 リタイヤ66％ 兼古 譲 札幌 セロー250

6 米田　史 恵庭 ＥＣ250ＷＲ ＤＲ250 ＴＭ144

7 オフロード遠軽 尾山 弘 勇払 セロー250

8 ホンダドリーム小樽 金ヶ崎 貴義 小樽 ＣＲＦ250Ｌ

9 高見道 高見　智代 札幌 ＹＺ125Ｘ ＲＲ2Ｔ　250

10 キクチ塾 菊地 美三雄 赤平 ＲＲ4Ｔ　480 ﾊｽｸﾊﾞｰﾅ501

11 俺たち　ブルー・クルー 古川 政紀 札幌 ＷＲ250Ｒ

12 ＦＤＳ 伊藤 拓洋 札幌 ＹＺ250Ｘ

13 熊谷 成哉 室蘭 125ＥＸＣ 150ＸＣ-Ｗ

20 North  Sled 髙橋 憲安 倶知安 ＴＴ-Ｒ250

21 苔狭間 小林 将吏 恵庭 清水川 亮 恵庭 嘉島 慎也 千歳 ＦＥ250 ＷＲ250Ｆ ＷＲ125

24 チームNorth  Sled#24 高橋  登 蘭越 毛利 龍一 ニセコ FreeRide250 ＹＺ250Ｆ

25 ライフオートRT 野本 和也 白老 山丸 信之 白老 木下 祥伸 苫小牧 250ＥＸＣ-Ｆ ＷＲ250Ｆ 250ＥＸＣ-Ｆ

29 ホルモンGO 吉田 共哉 江別 木内 章 枝幸郡 池上 龍一郎 釧路 ＲＲ2Ｔ　250 tm144enduro ＹＺ250
37 十勝ワイン 南 邦治 池田町 関 翔二 池田町 ＹＺ125 125ＥＸＣ
45 TEAM SPEED 五十嵐　聖治 函館 飯田　晃久 森町 飯田　恵子 森町 ＹＺ125Ｘ ＹＺ250Ｆ ＴＥ125
51 モトウェーブwako,sワダチ 山本　拓郎 札幌 関根　奨平 北広島 安田　康太 苫小牧 ＴＴＲ125 ＲＭ85 ＣＲＦ250Ｒ
55 小樽三盃ﾓｰﾀｰｽ2軍 猪田　晴一 小樽 竹鼻　真司 小樽 竹鼻　直斗 寿都 ＫＸ250Ｆ ＹＺ250Ｆ ＣＲ80Ｒ
62 高見道 葛西 哲也 札幌 渡辺　隆寛 千歳 ＹＺ250ＦＸ 250ＥＸＣ　TPI YZ250X
66 木元　秀幸 釧路 玉井 慶彦 勇払 安井 陽幸 恵庭 ＹＺ250 ＦＥ250 150ＸＣ-Ｗ
71 BPMR-K 渋谷 卓司 苫小牧 佐々木 健一 苫小牧 本間 直博 千歳 250ＥＸＣ 250ＥＸＣ-Ｆ ＹＺ250
77 12Ｈ走り隊？！ 藤田　献 札幌 宮下　貴幸 札幌 高砂　和哉 江別 ＹＺ250Ｆ ＷＲ250Ｆ ＷＲ250Ｆ
78 山田 繁 旭川 田村 司 旭川 北 史則 札幌 ＷＲ250Ｆ ＴＥ250 ＹＺ250ＦＸ

レーサー

ミニモト＆カブクラス

18-50

14-14

強者（つわもの）

八剣山の　きつねさん＆うさぎさん　クラスの車両です。

2018年　にこにこ　HOP12時間耐久　エンデューロ エントリーリスト

クラス分け
強者（つわもの）クラス

レーサークラス

子供＆女性クラス

レーサー＆市販車クラス
市販車クラス

１人で１２時間走る方（車両は何でもOK）
２台～３台　全車がレーサーマシン

２台～３台　レーサー＆市販車が混ざっている

7月15日

2台～３台　国内市販車
チームに、中学生以下＆女性が含まれている



83 BPMRwithツーアンドフォー 青木　レオ 苫小牧 高橋 輝志 苫小牧 ＫＸ85 250ＥＸＣ-Ｆ
92 ﾐｯｼｮﾝ＆照ちゃん塾＆ノルトバーン 丹内　啓康 千歳 河原　淳 栗山 武井　正樹 北広 WR250F WR250F 250EXC-F
97 札幌科学技術専門学校 眞鍋 智哉 札幌 原 雅樹 札幌 重延 颯 札幌 ＹＺ125 ＲＭ125 ＸＲ100
100 TEAM ヒラセチクサン 平瀬 慶太 苫小牧 平瀬 純平 苫小牧 佐藤 彰紘 苫小牧 ＹＺ250Ｆ ＹＺ250Ｆ ＹＺ250Ｆ
298 モトウェーブ寅の穴 太田　祐介 札幌 芳野　倫顕 札幌 木元　敏人 札幌 ＹＺ85 ＹＺ85 ＫＸ100

44 ＴＥＡＭ八剣山スノーライディング 大田　基晴 小樽 佐久間　一寿 北見 藤田　悠大 北見 ＴＣ85 ＫＸ85 ＸＲ250
73 Win Helmet 松山 哲也 恵庭 福田 修平 恵庭 川本 神太 恵庭 ＹＺ125 ＥＣ250 トリッカー
80 ノブモトウェーブ＋ 信元　政治 札幌 萩野　章良 札幌 鈴木　儀広 ＥＣ250 ＸＲ200Ｒ ＴＴＲ125
85 r393spl  岩崎一家 with モトプロダクト 岩崎 友治 小樽 岩崎 隼 小樽 ＸＲ250 ＣＲ85
111 BPMR-H 齋藤 俊輔 苫小牧 中谷 義智 苫小牧 松本 和也 南区 ＣＲＦ250Ｒ ＣＲＭ250Ｒ ＣＲＦ250Ｒ
228 イボ痔治りました！ 菊池　京歌 札幌 芳野　裕弘 札幌 本田　智也 寿都 ＲＭ85 ＴＳ125 ＲＭＺ250

22 チームドドドwith stand up &看板の花井 鈴木 荘一 札幌 立石 努 札幌 花井 匠 札幌 ＸＬＲ250 ＸＬ250Ｓ ＤＴ200ＷＲ
23 〒バイク部 高橋 孝誠 札幌 松岡 聖晃 札幌 横濱 雄一郎 石狩 ＣＲＭ250 ＫＬＸ250
56 ｼｪﾌﾏﾂﾓﾄﾚｰｼﾝｸﾞ 左文字 俊享 札幌 柳 俊徳 苫小牧 高田 昌明 札幌 ＫＬＸ250 セロー225 ＣＲＦ125Ｆ
57 ｼｪﾌﾏﾂﾓﾄﾚｰｼﾝｸﾞ 成田 慎一郎 幕別 大引 稔 札幌 加藤　喜一 ＣＲＦ100Ｆ ＣＲＦ125Ｆ ｾﾛｰ225
413 TEAM  TUBAKI 田村　 浩司 札幌 田村 彰俊 札幌 ＷＲ250Ｒ

34 はるちゃんとうーちゃんず 山下 美保 恵庭 山下 禎之 恵庭 玉井 晴子 勇払 セロー225 ＹＺ250ＦＸ ＴＴＲ125
93 ﾐｯｼｮﾝ＆照ちゃん塾＆ノルトバーン 荻野　照平 千歳 小田　史朗 千歳 荻野　正彦 千歳 KX85-Ⅱ YZ125 YZ250X
94 ﾐｯｼｮﾝ＆照ちゃん塾＆ノルトバーン 佐竹　孝彦 千歳 荻野　恵 千歳 寺崎　勲 札幌 ＹＺ125 ＹＺ250ＦＸ ＷＲ250Ｆ
96 クルムスＳＡＰＰＯＲＯ with kiki´sRacing 加藤　由紀子 札幌 菅原　孝之 札幌 西田　幸生 札幌 125ＥＸＣ ＴＥ250i XR250
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 ＹＺ125Ｘ ﾗﾝﾂｧ

ミニモト＆カブ 922 札幌科学技術専門学校 佐々木 直 札幌 數野 康博 札幌 丸山 雄大 札幌 ＸＲ100 ＣＲＦ100 ＸＲ100

17時00分

18時00分

18時15分

受付　＆　くじ引き　（車検はしませんので、整備は各自でお願いします）

タイム　スケジュール

ライダーズ　ミィーティング

ルマン式スタート

ゴール

結果発表＆閉会式

コースクローズ（その走ってる周は、カウントされなくなります。）

１４日　１７時～１９時

１５日　３時３０分～４時１５分

４時３０分～

5時00分

1-3

市販車

6-17

ﾚﾃﾞｨｰｽ＆子供

レーサー

ﾚｰｻｰ＆市販車

5-14

5-15


