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道外、海外枠　１０チームも作ります 5

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 1 三盃 諭 大田 基晴 ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース 最強　99 小樽
2 539 高田　昌明 セロー２２５ ブラッスリー吟醸 札幌
3 4 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
4 5 竹鼻 真司 ＣＲＦ125Ｆ 小樽三盃モータース　係長　55 小樽
5 6 星野 浩一 佐久間　一 ＴＴＲ125 Super Moto 北海道＆道東チキチキレーシング 札幌/北見
6 7 竹内 嘉宏 三本松 洋介 ＸＲ100Ｒ ミカホスポーツ 札幌
7 8 藤田　悠大 223 小樽
8 10 菅原 儀世 澤 貴彦 ＣＲＦ100Ｆ SUPER MOTO 北海道 苫小牧
9 11 橋爪 浩孝 18 伊藤塾 旭川
10 12 岩崎 隼 ＣＲＦ150 R393spl岩崎一家withワイプランバー 小樽
11 13 石原 信 鳴海 翔英 ＹＺ85ＬＷ アナと雪の翔英 札幌/登別
12 14 森 茂 ＣＲＦ125Ｆ プラッツ 札幌
13 15 緑川 禎志 清水 雄一 Christini CRF250X Dummy Racing　バカモン 札幌
14 18 橋本 陽一 ＸＲ100Ｒ 上川郡
15 19 前川　透 小野　宏幸 セロー225 マルセイバターレーシング 帯広
16 20 佐藤　浩司 多田 伸雄 ＣＲＦ100Ｒ サドルバッククラシック 札幌
17 21 高見　良隆 吾田 誠 セロー225 高見道 札幌
18 38 藤戸 和樹 ＣＲＦ100Ｆ 岩内レーシング 足寄郡
19 243 中島 英二 武田 善道 ＣＲＦ125Ｆ テイクワン 小樽/江別
20 312 佐藤 裕二 250EXC TPI HMC with サイクロン 岩見沢
21 33 竹内 直樹 竹内 翔 ストリートマジック50 タケショウ 札幌
22 41 斉藤 穂高 泉　貴康 カブ50 アールズスクエア 石狩/手稲
23 43 広瀬　義春 堀　 嘉尚 ＡＥＰ50 石狩/札幌
24 66 貝澤 展裕 ストリートマジック50 CS　おくの 札幌
25 74 牧 恵介 松本　治朗 乙坂　友広 ストリートマジック50 capsule(カプセル） 札幌
26 78 吉岡 賢治 吉岡 明日香 エイプ50 CSOKUNO 札幌
27 79 河崎 純哉 カブ50 Super Moto 北海道＆OTRオレンジカブ 小樽
28 90 田中 清人 リトルカブ50 Cub Soul Brothers 岩見沢
29 163 中山　敦 メイト50 夕張
30 164 逸見 将人 菊池　 領 ＴＴＲ50Ｅ 高見道 石狩
31 27 天野　勝幸 ＣＲＦ100 ラルセイバターレーシング 帯広
32 28 内記 延之 ＣＲＦ100Ｆ win 札幌/ﾌﾗﾝｽ
33 32 柳 俊徳 XR100R 苫小牧
34 40 湯村 和彦 西村 宣彦 根木 利幸 ＣＲＦ125Ｆ TEAM トマポーク 日高/苫小牧/札幌

35 42 池田 博貴 ＣＲＦ125Ｆ サドルバック・Ｉ 札幌
36 44 小林 崇晶 ＣＲＦ100 ランデヴー・ミラータイム 幕別町
37 48 吉田 章人 ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース　社員　20 小樽
38 52 林 亮太 ＣＵＢ90 Ezfun 千歳
39 53 池田　 昌司 飯沼　 雅史 ＣＲＦ100Ｆ 江別
40 54 谷口　太一 川本　洋己 内藤　潤 ＣＲＦ125Ｆ ｱｸｾﾙ+ＳＹＮＣＥＤＧＥ4413 函館/札幌/青森

41 55 永井 章博 ＣＲＦ100 足寄郡
42 56 本間 吾朗 左文字 俊明 松本 典幸 ＣＲＦ125Ｆ TEAMゴロテック 石狩/札幌
43 58 小田桐　誠 ＣＲＦ110 Ｍさん 旭川
44 60 高田 雅俊 ＤＴ125Ｒ 〒バイク部 札幌
45 61 尾尻 和司 ＣＲＦ125Ｆ パウパウクラブ 虻田郡
46 62 竹鼻 直斗 ＣＲＦ１２５Ｆ 小樽三盃モータース　派遣　10 寿都
47 きつね 65 結城 仁 ＣＲＦ100 キクチ塾 札幌
48 67 佐藤 典宏 ＸＲ100Ｒ 川上郡
49 75 資延 泰規 ＥＺ9 ロケットクラフトRacing 札幌
50 80 小田桐　涼 ＫＬＸ110 Ｍさん 旭川
51 81 海野 順次 ＣＲＭ100 札幌
52 82 大引 稔 上高　 裕之 岡本 哲也 ＣＲＦ125Ｆ 決まってません 札幌
53 85 兒玉　圭生 ＣＲＦ100Ｆ ホンダドリーム小樽 小樽
54 87 太田 祐介 ＸＲ100Ｍ モトウェーブ 札幌
55 98 松村 誠 ＭＤ90 マルセイバター中札 帯広
56 102 小玉 則雄 千葉 孝 石倉一幸 カブ90 320スノーライド 札幌
57 105 谷　仁 ＣＲＦ110Ｆ ダイナマイト 秋田県
58 132 黒田 法行 増田　蓮太 関　貴広 ＣＲＦ125Ｆ 走らんこ 室蘭
59 139 尾崎 英世 ＸＲ100 ミラータイム 帯広
60 141 池田 博之 西　達也 ＸＲ100Ｒ サドルバック・Ｉ 札幌
61 151 梅津 学 魚谷 誠 寺田 方海 APE100 Good Luck Browns 札幌
62 154 計良 尚紀 印藤 忍 丸山 尚ゆき ＹＢ90 スランガーズMC 苫小牧
63 169 寺澤 友平 高橋 寛人 佐藤　孝成 ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース　ｱﾙﾊﾞｲﾄ0 小樽
64 170 山口 智明 ＣＲＦ125Ｆ スナップオン　ワコーズ　ランデヴー 中川郡
65 171 金田 修一 ＹＺ100 上川郡
66 172 山田　太一 ＣＲＦ125Ｆ ホンダドリーム小樽 小樽
67 173 山口 義明 カブ110 ミラータイム2 帯広
68 178 佐藤 翔 ＸＲ100Ｒ 伊藤塾 上川郡
69 180 袰岩 和治 ＸＲ100Ｒ 河東郡
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ライオン

 Lancelot Durade-Replat

2020年　八剣山　スノーライディング　第1戦　

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）

エントリー締め切り（1月19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。

エントリーリスト  2020年1月25日エントリー台数



70 181 津垣 正仁 ＣＲＦ125Ｆ つがぴ屋 恵庭
71 188 三比  教幸 森川 貴元 柴田 直樹 H3 Good Luck Browns 札幌
72 190 伊原 巧 ＲＲ4Ｔ125 札幌
73 191 立石 努 岩木 隆三 カブ ドドド 札幌
74 244 佐藤 ツヨッシー ＣＲＦ125Ｆ ランデヴー 帯広
75 416 成田　慎一郎 ＣＲＦ125Ｆ ワコーズ･ランデヴー 幕別町
76 555 鈴木　正人 池田　裕一 加藤 大明 Ｈ3　90 マッハモータース 苫小牧
77 815 竹村 悟 Ｃ90 bamboo 札幌
78 925 國川 浩道 半田 こはく 前田 篤志 ＴＴＲ125 kunischool ＆Team-D 千葉/東京
79 22 吉田 共哉 セロー225 Tom's Films 江別
80 25 牧 健一 ディグリー ヘルシーファースト 士別
81 31 山下 禎之 セロー225Ｗ うーちゃんずｗｉｔｈ高見道 恵庭
82 34 吉川 弘幸 ＦＴＲ223 倶知安
83 36 奥野 仁 佐野 勇一 古川 政紀 XT225FX（ｾﾛｰ） ひよこスピード with コンセプト札幌 札幌
84 46 得能 謙二 真鍋 伸司 セロー250 CS OKUNO 江別
85 47 山岡 朋彦 セロー225 風花舞うCチーム 神奈川
86 49 木村　学 今熊　浩志 ＸＲ250 ホンダドリーム小樽 札幌/小樽
87 しか 59 伊藤 健太 ｽｰﾊﾟｰｼｪﾙﾊﾟｰ 〒バイク部 札幌
88 64 高橋 孝誠 ＣＲＭ250 〒バイク部 札幌
89 68 副島 成高 セロー250 プラッツ 江別
90 92 高橋 克典 小林正吾 セロー225 メタリックコンセプト 札幌
91 101 関井 貴夫 ＷＲ250Ｒ 三寒四温のCチーム 札幌
92 126 小足 幸久 セロー225 じじい 上川郡
93 333 足立　 理 山﨑 英一 大井 琢磨 ＴＬＭ200 道ばたRC 札幌/妹背牛/旭川

94 613 花井 匠 竹田 昇太 セロー225 コンセプト２軍 札幌
95 24 高見　智代 ＹＺ125Ｘ 高見道 札幌
96 30 櫻井　学 ＹＺ250 八剣山 札幌
97 35 柿崎 辰也 ＹＺ80 小樽三盃モータース 主任50 小樽
98 39 岩崎 友治 岩崎 雄也 ＣＲ80 R393spl岩崎一家withワイプランバー 小樽
99 63 村井 博樹 菅野 利幸 志方 寛児 ＹＺ80 S8普及委員会in北海道 千歳/江別/新冠

100 86 大石 昌樹 丸山 晴行 ＴＥ250ｉ コンセプト札幌×Club☆Ares×ひよこスピード 札幌/函館
101 128 兼古 譲 ＹＺ250ＦＸ コンセプト札幌 札幌
102 137 矢野　匠 ＫＸ85 札幌
103 143 高橋　エリカ 塚見 晃子 齋藤 俊輔 ＹＺ125Ｘ BPMRwith高見道 苫小牧
104 175 高橋　雅治 ＫＸ80 帯広
105 177 佐藤　雄一 ＹＺ250 ＯＫＰＣ　高見道 江別
106 179 江口　敏也 ＹＺ250ＦＸ Ｎｏｒｔｈ　air 高見道 札幌
107 187 中島 裕之 65ＳＸ 札幌
108 381 浅田 浩靖 ＹＺ85ＬＷ 小樽三盃モータース　嘱託　10 小樽
109 385 高砂 和哉 藤田 献 柴谷 広宣 ＹＺ85 スイスイ 江別/札幌
110 70 岡田　いずみ 佐藤　亜紀代 ＣＲＦ125Ｆ ホンダドリーム小樽 小樽/札幌
111 71 佐藤 和美 YZ125X コンセレーゼひよこスピード 札幌
112 83 加藤 由紀子 ＣＲＦ125Ｆ kiki's Racing with クルムス 札幌
113 97 村井 陽香 岡山 久美 ＴＴＲ125 コンセプト札幌 北広島
114 124 稲葉 俊江 カブ110 〒バイク部 札幌
115 207 藤戸 奈緒美 ＫＬＸ110 足寄郡
116 723 三盃 夏美 ＣＲＦ110 小樽三盃モータース　紅一点　5 小樽
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