
クラス ゼッケン ライダー 車両 チーム名 地域
9 井関 秀和 ＸＲ250 Team48 北見
44 安藤 睦 ＫＬＸ125 チームムッチ 北見
90 小村 碧 ＣＲＭ250Ｒ 英俊れーしんぐ 北見
212 堀崎 栄 XR250 ノースフォックス 釧路
2 山田 政明 ＴＥ250 HOT STUFF 旭川

54 川尻 雅之 ＷＲ250Ｆ Team48 北見

206 杉本 大介 ＷＲ250Ｆ 北見

469 吾田 誠 250ＥＸＣ 新冠

04 佃 斗武 ＣＲＦ250Ｒ 北見

15 仁木 睦 ＣＲ250 むっちゃん 北見

17 藤戸 和樹 YZ250F 足寄

19 遠藤　淳 ＹＺ250 北見

27 酒井　康貴 ＫＸ250Ｆ 北見

34 安藤 俊勝 250ＳＸＦ 北見

47 原 秀也 YZ250FX YSP富山東&ＷＲパワーレーシング 埼玉

48 下山 享伸 ＹＺ125 ＲＳ-Ｊ1 網走

54 川尻 雅之 ＷＲ250Ｆ 北見

61 小西 貴樹 CRF150R TEAM　NFS 網走

74 寺部　 秀則 ＣＲＦ450ＲＸ 釧路

82 吉田 一彦 ＣＲＦ450Ｒ 岩内レーシング 帯広

123 加藤 大介 ＲＭ125 HIDETOSHIRACING 北見

155 久保田　 実 250ＳＸ 今金オート＆今金男しゃく 今金

117 永井 章博 CRF100 足寄郡

477 田崎 一摩 ＹＺ250ＦＸ 高見道 北見

クラス ゼッケン ライダー 車両 チーム名 地域
3 荒井 善則 ＸＲ250 チーム　ポンコツ 中標津

4 真野 義正 ＸＲ250 チーム　ポンコツ 中標津

7 陶 秀秋 ＣＲＭ250 当麻

14 三島 孝二 ＸＬＲ250 Teamエフ・ポイント 士幌町

16 上野 厚司 ＷＲ250Ｒ 置戸

22 加納 久男 セロー250 Stuck's 帯広

25 上岡 秀樹 ＸＲ230 HOT STUFF 旭川

29 尾形 啓輔 セロー250 別海町

39 山田　繁 ＣＲＭ250 旭川

40 足立 義宗 セロー250 帯広

80 高串 克哉 セロー250 網走

81 栗原　修 ＲＭＸ250Ｓ 北見

89 袰岩 和治 RMX250S 鹿追

90 小村 碧 ＣＲＭ250Ｒ 英俊れーしんぐ 北見

111 橋爪 浩孝 ＴＴ250Ｒ 伊藤塾 旭川

117 永井 章博 CRF100 足寄郡

212 堀崎 栄 ＸＲ250 ノースフォックス 釧路

315 梶原 拓馬 セロー250 MOO2RACING 帯広

398 松田 保治 ＷＲ250Ｒ 旭川

04 小山 孝尚 250ＥＸＣ 札幌

国内市販車2
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スプリント　　（15分+1周）　9時～10時予定

2019年　置戸エンデューロ　エントリーリスト

3時間エンデューロ　10時～13時予定
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レーサー4



1 坂東 卓 250EXC R.T  オクヤマ 北見市

2 山田 政明 ＴＥ250 HOT STUFF 旭川

5 五家 亨 tm125en 道北STAGS 中頓別

6 木内 彰 ｔｍ144en 道北STAGS 中頓別

12 山田 一政 250ＥＸＣ-Ｆ 旭川

20 永井 宏樹 X-TRAINAR TEAMエフ・ポイント 帯広

21 久田 吾朗 ﾌﾘｰﾗｲﾄﾞ350 幕別

24 宇野　武紀 250ＥＸＣ-Ｆ 北見

31 竹内 洸司 ＴＥ250 f point 芽室

33 池田 義政 Free ride250R stuck's 帯広

35 舟山 謙一郎 ＷＲ250Ｆ 北見

37 岡崎 由真 ＹＺ250ＦＸ 網走

41 前川 透 ＷＲ250Ｆ 帯広

55 沖村 敏一 X-trainer stuck's 音更

62 葛西 哲也 250ＥＸＣ 高見道 札幌

66 渡邊 辰也 X-Trainer Stuck's 音更

73 種川 雅敏 ＴＥ250 森林浴クラブ 音更

77 武田 志郎 250ＥＸＣ-Ｆ 北見

78 佐藤 英良 ＲＭＸ250Ｒ 北見

94 水野　 隆弘 ＴＺ250 HOT STUFF 旭川

96 寺尾 廣志 ＷＲ250Ｆ 芽室

114 福岡 冬基 ＷＲ250Ｆ 北見

136 重富　 哲 250ＥＸＣ エゾもっこす 苫小牧

155 久保田　 実 250ＳＸ 今金オート＆今金男しゃく 今金

204 栗木 良史 350ＳＸ-Ｆ 岩内Racing 帯広

206 杉本 大介 ＷＲ250Ｆ 北見

414 永井 利雄 X Trainer TEAM F Point 帯広

469 吾田 誠 250ＥＸＣ 新冠

483 辻 匡人 250ＥＸＣ-Ｆ 旭川

484 渡瀬 聡雄 250ＥＸＣ-Ｆ 旭川

500 熊田 竜也 500ＥＸＣ-Ｆ 上川

501 吉田 共哉 ＲＲ2Ｔ250 Tom's Films 江別

02 吉田 弘幸 ＣＲＦ250Ｒ 岩内レーシング 中川郡

03 岩崎　真 ＣＲＦ250Ｒ 釧路

10 渡辺 隆寛 ＹＺ250ＦＸ 高見道 千歳

11 式部 敏弘 ＹＺ125Ｘ 高見道 北広島

13 小林 慎吾 ＫＸ250 北見

15 仁木 睦 ＣＲ250 むっちゃん 北見

17 藤戸 和樹 YZ250F 足寄

18 近藤 昌博 ＹＺ125 帯広

19 遠藤　淳 ＹＺ250 北見

23 松家 祐人 ＣＲＦ250Ｒ CORE VIRUS 標茶町

26 中川 芳治 ＹＺ125 網走

27 酒井　康貴 ＫＸ250Ｆ 北見

28 平井 智史 ＷＲ250Ｆ HOT STUFF 旭川

30 鈴木 草介 ＲＭ125 清水

34 安藤 俊勝 250ＳＸＦ 北見

42 林 信裕 ＣＲＦ250Ｒ CORE VIRUS 上川

45 星 幸司 ＹＺ250Ｆ 網走

46 尾形 征一郎 ＣＲＦ250Ｒ CORE VIRUS(BUM金沢) 札幌

47 原 秀也 ＹＺ250ＦＸ YSP富山東&ＷＲパワーレーシング 埼玉
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48 下山 享伸 ＹＺ125 ＲＳ-Ｊ1 網走

52 菊池 靖之 85ＳＸ 遠軽

53 玉井 慶彦 ＹＺ250 安平

61 小西 貴樹 CRF150R TEAM　NFS 網走

67 佐藤 真吾 ＣＲＦ250Ｒ HOT STUFF 旭川

69 水本 雅礼 ＹＺ250ＦＸ HOT STUFF 旭川

72 佐藤 幸司 ＹＺ250ＦＸ 北見

74 寺部　秀則 ＣＲＦ450ＲＸ 釧路

88 土井 隼人 ＫＸ250 Shark dojo 名寄

93 佐藤 雄一 ＹＺ250 ＯＫＰＣ 江別

99 元村 公洋 ＣＲＦ250Ｒ 斜里

101 中川 暢 ＹＺ250Ｆ 網走

102 櫻井　学 ＹＺ250 八剣山 札幌

110 小栗 英樹 ＣＲＦ150Ｒ 芽室

144 竹内 嘉宏 YZ250FX ヒーローレーシング 新札幌 札幌

121 中時 孝文 ＦＥ250 HOT STUFF 旭川

123 加藤　大介 ＲＭ125 北見

158 小松　 大亮 ＣＲＦ250Ｒ NORTH FOX 釧路

162 大友 秀樹 ＣＲＦ250Ｒ NORTH FOX 釧路

178 尾山 弘 ＣＲＦ450Ｒ オフロード遠軽 湧別

192 森 茂 ＣＲＦ250Ｒ プラッツ 札幌

314 玉木 貴幸 ＹＺ250ＦＸ MOO2RACING 帯広

343 小林 智 ＣＲＦ250Ｒ 釧路

369 佐藤 利彦 ＫＸ80 Moo２Racing 音更

413 金澤 巨樹 ＣＲＦ250Ｒ mxvirus 中標津

416 成田 慎一郎 ＹＺ85ＬＷ ワコーズ･ランデヴー 幕別町

421 小滝 裕司 ＹＺ250Ｆ 北見

434 尾崎 政広 ＹＺ250ＦＸ ホットスタッフ 旭川

443 落合 和雄 ＣＲＦ250ＲＸ ノースフォックス 釧路

445 北谷　 智実 ＹＺ250Ｆ 千歳

450 齋藤 順一 ＣＲＦ250Ｒ 釧路

477 田崎 一摩 ＹＺ250ＦＸ 高見道 北見

539 高田 昌明 RMZ250 プラッツ 札幌

577 江口 敏也 ＹＺ250ＦＸ 高見道 札幌

613 花井 匠 YZ125 コンセプト2軍 札幌

677 鈴木 荘一 ＹＺ125 チームNSRコンセプト 札幌

06 高見 智代 ＹＺ125Ｘ 高見道 札幌

8 森山 亜希子 XT225 TEAMエフ･ポイント 士幌

227 木元 美和 ＴＴＲ125 釧路

720 加藤 由紀子 125ＥＸＣ kiki's Racing with クルムス 札幌

9 柴田健二/永澤準一 ＹＺ250ＦＸ/ＹＺ125Ｘ 北見

44 安藤 睦/織田 正信 ＫＬＸ125/ＴＴ125Ｌ チームムッチ 北見

222 高橋エリカ./高橋 輝志 YZ125X BPMR with高見道 苫小牧

クラス ゼッケン ライダー 車両 チーム名
32 中谷 裕司 ｾﾛｰ225Ｗ 陸別

123 吉田 一彦 ＣＲＦ450Ｒ 岩内レーシング 帯広

304 山本 喜丈 セロー 熱海ソロツーリング部 置戸

初めて参加3

レーサー55

レディース4

1時間エンデューロ　10時～11時予定

ペア3


