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道外、海外枠　１０チーム 2

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
1 三盃 諭 ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース 小樽
4 天野 勝幸 ＣＲＦ100 マルセイバター中札 帯広
5 藤田　悠大 カブ90改 ホンダドリーム小樽 小樽
6 竹内 嘉宏 三本松 洋介 XR100R ミカホのおやじ 札幌
7 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
8 星野 浩一 佐久間 一寿 TT-R125L 北海道スパモ部＆道東チキチキレーシング 札幌/北見
9 緑川 禎志 清水 雄一 クリスティーニ CRF250X Dummy Racing　バカモン 石狩/札幌
10 高田　昌明 セロー225 ﾌﾞﾗｯｽﾘｰ吟譲　Ｗｉｔｈ　ﾌﾟﾗｯﾂ 札幌
13 石原 信 中江　 優介 セロー225 コンセプト札幌withエモン 札幌
15 高見　良隆 山森 嘉尚 セロー225 高見道 札幌
23 竹鼻 真司 XR100R 小樽三盃モータース 小樽
64 鈴木　儀広 関根　奨平 安田　康太 ＴＴＲ125 モトウェーブ元祖 札幌
93 藤戸 和樹 CRF100F 帯広
220 前田 孝志 YZ250X コンセプ党篠路支部 札幌
410 伊藤 智耶 ＫＬＸ110 XPC Sunada Rating 1石狩
711 大田 基晴 ＣＲＦ125Ｆ 小樽三盃モータース 小樽
12 坂野 義勝 ストリートマジック50 札幌
39 松田 保治 鈴木 聖順 ストリートマジック50 ケンケン２ 旭川
41 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
62 貝澤 展裕 ストリートマジック50 CS おくの 札幌
68 広瀬 義春 堀 嘉尚 ＸＥ50 石狩
82 斉藤 穂高 泉 貴康 前田 幸樹 カブ50 アールズスクエア 札幌
85 河崎　純哉 森 健司 カブ50 北海道スパモ部＆OTRオレンジカブ 小樽
91 吉田 章人 富山 広太 ＣＲＭ50 小樽三盃モータース 小樽
105 吉岡 賢治 吉岡 明日香 Ape50 ＣＳ OKUNO 札幌
132 得能 謙二 ＤＴ50 CSオクノ 江別
134 牧 恵介 松田圭介 佐野良太 ストリートマジック５０ capsule 札幌
166 木元 敏人 ＤＴ50 モトウェーブ　ウコンの力 札幌
510 後藤 雄介 後藤 美玖 後藤 翔 ＣＲＦ50 G tribe 札幌

11 菅原 儀世 澤　貴彦 ＣＲＦ100Ｆ STH48 苫小牧/日高
14 森　　　 茂 ＸＲ100Ｒ アンノンウンwithプラッツ 札幌
17 成田 慎一郎 ＭＤ50改 スナップオン・ワコーズ・ランデヴー 幕別
18 門野 民男 佐藤 雅彦 ＣＲＦ125Ｆ チームケンケン旭川 旭川
24 太田 祐介 ＸＲ100Ｒ 復活風の国 札幌
29 佐藤 浩司 多田　伸雄 ＸＲ100Ｒ サドルバック　クラシック 札幌
33 西村 宣彦 湯村 和彦 池内　秀樹 ＣＲＦ125Ｆ TEAMトマポーク 苫小牧
35 小林 崇晶 ＣＲＦ100 ランデヴーミラータイム 中川郡
36 内記 延之 ＣＲＦ100Ｆ win 札幌
38 資延 泰規 ＥＺ9 ロケットクラフトRACING 札幌
46 結城 仁 ＣＲＦ100 キクチ塾4軍 札幌
47 柳 俊徳 佐藤 毅 ＸＲ100Ｒ 考え中 苫小牧/帯広
55 牧 健一 ＸＲ100Ｒ グレイジングランド 士別
56 谷口　太一 川本　洋己 内藤　潤 ＣＲＦ125Ｆ アクセル＋ＳＹＮＣＥＤＧＥ4413 函館/札幌/青森
65 本間 吾朗 松本 典幸 酒井 正衛 ＣＲＦ125Ｆ TEAMゴロテック 石狩/日高/札幌
71 橋爪 浩孝 ＣＲＦ100 伊藤塾 旭川
73 尾尻 和司 ＣＲＦ125Ｆ パウパウクラブ 倶知安
75 渡辺　隆寛 ＴＴＲ110 高見道 千歳
76 鎌田 光博 ＣＲＦ125Ｆ 札幌
77 柴田 直樹 沖田 匡弘 Ａ100 Dummy Racing　バカモン 札幌
78 森川 貴元 前川 猛 H3 ポンコツスポーツクラブ 札幌
80 佐藤 典宏 ＸＲ100Ｒ 伊藤塾 上川郡
86 林 亮太 ＣＵＢ90 EZ-FUN SNOW 千歳
87 佐藤 登紀子 上野 忠幸 目時 匠馬 カブ90 月曜会 札幌
88 橋本 陽一 ＸＲ100Ｒ 上川郡
89 大引 稔 上高 裕之 岡本 哲也 ＣＲＦ125Ｆ 札幌
95 小田桐 涼 小田桐 颯 ＫＬＸ110 旭川

96 高田 雅俊 ＤＴ125Ｒ 〒バイク部 札幌
100 三上　寿和 佐藤　亜紀代 兒玉　圭生 ＣＲＦ100Ｆ ホンダドリーム小樽 小樽/札幌
103 池田 博貴 池田　 博之 ＸＲ100 サドルバック・Ｉ 札幌
106 小玉 則雄 ＫＬＸ110Ｌ 320スノーライド 札幌
108 木村　学 金ヶ崎　貴義 ＸＥ50 ホンダドリーム小樽 小樽
119 南條 道浩 XR100R 伊藤塾 当麻
121 角田 貴敬 ＣＲＦ125Ｆ モトクラフト 札幌
135 菊地 芳隆 蘇武　正太郎 ＭＡＸ　Ｊ１ ポンコツレーシング 夕張
137 大野 洋雅 エイプ80 帯広
149 小田桐　誠 ＸＲ100Ｒ 旭川
150 尾崎 英世 山口 義明 XR100R ランデヴーミラータイム 帯広
155 竹鼻 直斗 ＣＲ80Ｒ 小樽三盃モータース 寿都
163 岡田　いずみ 猪田　晴一 ＣＲＦ125Ｆ ホンダドリーム小樽 小樽
175 冨樫 英二 渡邊 奏明 ＸＲ100 チームプラッツ 札幌

エントリー締め切り（2月25日）までに道外、海外枠が埋まらなかった時は、キャンセル待ちの方の枠になります。

2019年　八剣山　スノーライディング　第3戦　
エントリー台数 エントリーリスト  2019年2月25日　22時45分現在

昨年の年間1位～10位まではシード枠とさせていただきます

二つの枠を設けたことで、最大で１２0チームがエントリー可能になります。（シード10ﾁｰﾑ、道外、海外10ﾁｰﾑ、道内100ﾁｰﾑ）

12 ライオン

52 きつね

13 うさぎ



177 根岸 宏之 根岸未波 ＸＲ100Ｒ チームネギ 札幌
178 永井 章博 ＣＲＦ100Ｆ 足寄林道 足寄郡
186 緑川 竜太朗 青木 聡 バンバン90 Dummy Racing　バカモン 石狩
190 有田 光義 カブ90 aribaba racing 小樽
192 中澤 聡 ＫＬＸ125 小樽
204 栗木 良史 ＣＲＦ100Ｆ 帯広
206 藤戸 元気 ＸＲ100Ｒ 札幌
217 佐藤 翔 ＸＲ100Ｒ 伊藤塾 旭川
219 山本 拓郎 TTR125 モトウェーブひとり 札幌
221 遠藤 祐司 伊勢 拓充 PW80 モトウェーブＩＥ 札幌
223 栗原 仁 加納 茂幸 俣野 晴信 XR100R 東鷹栖レーシング 旭川
16 前川　透 カブ126 ランデブーポイント 帯広
22 吉田 共哉 RR2T Tom's Films 江別
25 竹内　 直樹 竹内 翔 セロー225 タケショウ 札幌
26 奥野 仁 流川 楓 セロー225 コンセプトひよこ Spirits 札幌
49 山岡 朋彦 関井 貴夫 セロー225Ｗ 特攻野郎Cチーム@甘酒 2東京/札幌
54 村井 博樹 菅野利幸 ＴＬＲ250 S8普及委員会in北海道 千歳
57 工藤 了 ＸＬ223 小樽
58 副島 成高 セロー250 プラッツ 江別
59 吉川 弘幸 ＦＴＲ223 虻田
67 伊藤　健太 スーパーシェルパ 〒バイク部 札幌
84 高橋　克典 木村 太粋 セロー225WE メタリックコンセプト 札幌
92 高橋 孝誠 ＣＲＭ250Ｒ 〒バイク部 札幌
109 久保田　拓 トリッカー 高見道 札幌
181 山下 禎之 セロー２２５ｗ うーちゃんず 1恵庭
222 酒井 靖博 高橋 純一 XR250R YASUME06 札幌
224 深作 翔平 深作 銀平 阿部 侍士 セロー２２５ ゴンザ 札幌
311 尾山 弘 セロー250 オフロード遠軽 紋別
19 岩崎 雄也 岩崎 友治 ＫＸ80 R393spl  岩崎一家  モトプロダクト 小樽
30 加藤 喜一 ＹＺ80 マツモトレーシング 札幌
31 岩崎 隼 ＣＲ85 R393spl  岩崎一家  モトプロダクト 小樽
32 櫻井 学 ＢＸＨＹ223 八剣山 札幌
42 柿崎 辰也 ＹＺ80 小樽三盃モータース 小樽
48 大石 昌樹 ＹＺ125Ｘ コンセプト札幌 札幌
50 高見 智代 ＹＺ125Ｘ 高見道 札幌
173 玉木 貴幸 ＹＺ85ＬＷ MOO2RACING 帯広
205 兼古　譲 ＹＺ85ＬＷ ゆとり以下だったかねこ 怒りのコンセプト札幌 札幌
213 小山 孝尚 山田　直樹 ＫＴＭ250ＥＸＣ 札幌
225 佐藤　和広 鶴岡　直樹 ＣＲＦ150Ｒ ＴＥＡＭ　ＷＡＫＯＵＢＯＵ 札幌
74 加藤 由紀子 ＣＲＦ125Ｆ kiki's Racing with クルムス 札幌
116 村井　陽香 ＴＴＲ125 コンセプトきたひろ 北広
154 稲葉 俊江 カブ90 〒バイク部 札幌
167 佐藤　和美 ＲＲ4Ｔ125 コンセプトさっぽろ 札幌
182 佐伯 奈美 カブ90 aribaba racing 江別
207 藤戸 奈緒美 ＫＬＸ110 足寄
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