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道外、海外枠　１０チームも作ります 1

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 藤戸 和樹 ＣＲＦ100Ｆ 岩内レーシング 足寄

2 2 高田　昌明 ｾﾛｰ225 プラッツ 札幌

3 3 三盃 諭 XR100 小樽三盃モータース 小樽

4 4 岩崎 隼 CRF150R 岩崎一家withワイプランバー 小樽

5 5 竹鼻 真司 ＣＲＦ125 小樽三盃モータース 小樽

6 中島 英二
7 6 大津 壮稔 ＸＲ100 ランデヴ－ 帯広

8 竹内 嘉宏
9 橋爪 浩孝
10 10 緑川 禎志 清水 雄一 Christini CRF250X Dummy Racing　バカモン 札幌
11 11 永井 章博 ＣＲＦ100Ｆ 岩内レーシング 足寄

12 12 森 茂 ＣＲＦ125Ｆ プラッツ 札幌

13 15 池田 昌司 ＣＲＦ100Ｆ リンドー 江別

14 16 星野 浩一 佐藤 裕二 ＴＴＲ125 HMC & SUPERMOTO HOKKAIDO 札幌/岩見沢

15 17 岩崎 友治 岩崎 雄也 ＣＲ80 岩崎一家withワイプランバー 小樽

16 18 太田 祐介 ＸＲ100Ｍ モトウェーブ 札幌
17 19 伊藤 健太 ｽｰﾊﾟｰｼｪﾙﾊﾟｰ 〒バイク部 札幌

18 44 高見　良隆 田崎　一磨 セロー225 高見道 札幌/北見

19 416 成田 慎一郎 ＣＲＦ125Ｆ ｽﾅｯﾌﾟｵﾝ・ﾜｺｰｽﾞ・ﾗﾝﾃﾞｳﾞー 幕別

20 711 大田 基晴 CRF 150R 小樽三盃モータース 小樽

21 40 貝澤 展裕 ストリートマジック50 CS　おくの 札幌

22 53 広瀬 義春 堀 嘉尚 ＡＰＥ50 石狩/札幌

23 56 牧 恵介 ストリートマジック50 capsule(カプセル） 札幌

24 62 河崎 純哉 森 健司 カブ50 Super Moto 北海道&OTRオレンジカブ 小樽

25 66 上原 正大 長橋　 慶治 森田 和幸 ＭＴＸ50 苫小牧

26 75 吉岡 賢治 吉岡 明日香 エイプ50 CS OKUNO 札幌

2021年　八剣山　スノーライディング　第1戦　
エントリー台数 エントリーリスト  2021年1月24日

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24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。
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27 111 真鍋 伸司 ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ チーム長野塾 札幌

28 151 武田 知弥 ＤＴ50 CS OKUNO 札幌

29 23 尾尻 和司 ＣＲＦ125Ｆ パウパウクラブ 虻田

30 24 佐藤 浩司 多田 伸雄 ＸＲ100Ｒ サドルバッククラシック 札幌

31 27 津垣 正仁 ＣＲＦ125Ｆ つがぴ屋 恵庭

32 29 前川 透 小野　 宏幸 ＣＲＦ100Ｆ Mountain　Riders 帯広

33 31 吉田 章人 ＣＲＦ100 小樽三盃モータース 小樽

34 34 柳 俊徳 ＸＲ100 苫小牧

35 36 橋本 陽一 ＸＲ100Ｒ 上川

36 38 竹内 直樹 竹内 翔 ＣＲＦ125 タケショウ 札幌

37 43 谷口　太一 川本　洋己 内藤　潤 ＣＲＦ125Ｆ アクセル+ＳＹＮＣＥＤＧＥ4413 青森/函館/札幌

38 48 結城　 仁 柴沼　貴幸 ＣＲＦ100Ｒ モトキクチ塾 札幌

39 52 林 亮太 ＣＵＢ90 Ezfun 千歳

40 54 湯村 和彦 松島 篤 松本 典幸 ＣＲＦ125Ｆ TEAM ノリロジック 沙流郡/札幌

41 55 佐藤 ツヨシ ＣＲＦ125Ｆ 帯広

42 58 本間 吾朗 左文字 俊享 岡本 哲也 ＣＲＦ125Ｆ TEAM ゴロテック 石狩/札幌

43 61 高田 雅俊 ＫＬＸ125 〒バイク部 札幌

44 67 門野 民男 ＣＲＦ125Ｆ チームケンケン旭川 旭川

45 74 高橋 輝志 KLX110 苫小牧
46 84 小玉 則雄 千葉 孝 坪倉 悟司 ＭＤ90 320スノーライド 札幌

47 87 柴田 直樹 Ａ100 オーバーフロー 札幌
48 88 池田　 博貴 池田　 博之 ＣＲＦ125Ｆ サドルバック・Ｉ 札幌

49 89 三比 教幸 ＴＴＲ125 BROWN MC 札幌

50 98 黒田 法行 西山 清志 関 貴広 ＣＲＦ125 走らんこ　雪中バイク部 室蘭
51 103 大町 真太郎 ＣＴ110 稲穂Riders 妹背牛町

52 108 海野 順次 ＣＲＭ80 札幌

53 111 真鍋 伸司 後藤　 純 中市 忠弘 ｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ チーム長野塾 札幌

54 113 明戸 千裕 根木 利幸 ＣＲＦ125Ｆ 札幌

55 124 立石 努 大石　敏己 カブ ﾄﾞﾄﾞﾄﾞ 札幌

56 127 増田 竜人 増田 蓮太 鈴木 優騎 ＣＲＦ125Ｆ 札幌

57 143 浅水 真樹 山元 慎一 ＴＳ125Ｒ KADONA Racing 札幌

58 144 工藤 靖博 ＫＬＸ110 モトガレージ　10-feet 江別

59 145 鎌田 光博 ＣＲＦ125 札幌

60 146 資延 泰規 ＺＥ9 ロケットクラフトRacing 札幌

61 147 渋谷 武明 ＭＤ90 モトラビ 札幌
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62 148 渡邊 孝典 伊吹 広海 川嶋 勝也 ＰＷ80 マチョガレracing 札幌

63 152 泉 智彰 ＴＴＲ125 岩内レーシング 足寄

64 156 有田 光義 前谷 知哉 カブ90 aribaba racing 小樽

65 157 山田 義彦 ＫＬＸ110Ｌ 走らんこB 岩見沢
66 201 葛西 哲也 ＴＴＲ125 高見道 札幌
67 274 栗林 宏太 ＸＴＺ125 札幌

68 335 中谷 裕司 中谷 藍大 上田 之政 ＣＲＦ125Ｆ スリービー 足寄郡

69 555 鈴木 正人 加藤 大明 池田 裕一 Ｈ2 スタンドファクトリー 苫小牧

70 734 大作 郁矢 大作 哲 ＫＬＸ110 フクロウの獣民 札幌
71 777 三盃 亮太 寺澤 友平 ＸＲ100Ｒ 小樽三盃モータース 小樽

72 915 見吉 美清男 ＸＲ100 還暦ライダー 札幌

73 992 小足 限哉 ＸＲ100 ゲンボーイ 上川

74 25 山下 禎之 セロー225Ｗ うーちゃんずｗｉｔｈ高見道 恵庭

75 30 吉田 共哉 セロー225 Tom's Films 江別

76 35 奥野 仁 古川 政紀 XT225-3RW4 ひよこスピード w/ コンセプト札幌 札幌

77 41 吉川 弘幸 ＦＴＲ223 虻田

78 60 花井 匠 セロー225 コンセプト2軍 札幌

79 64 村井 博樹 ＫＬＸ150 S8普及委員会in北海道 江別

80 66 高橋 克典 小林 正吾 セロー225ＷＥ メタリックコンセプトコバ 札幌

81 72 高橋 孝誠 ＣＲＭ250 〒バイク部 音更

82 81 小足 幸久 セロー225 じじいの冷水 上川

83 85 得能 謙二 セロー250 CS OKUNO 江別

84 999 鈴木 荘一 セロー225 2プラトン 札幌

85 22 冨樫 英二 ＹＺ125Ｘ プラッツ 日曜会 札幌

86 26 髙橋 雅治 ＹＺ80 岩内Racing 帯広

87 28 櫻井　学 式部 敏弘 ＹＺ250 高見道 八剣山 札幌/北広

88 39 高見　智代 ＹＺ125Ｘ 高見道 札幌

89 49 佐藤 和美 大石 昌樹 ＹＺ125Ｘ コンセプトひよこスピード 札幌/石狩

90 50 牧 健一 ＣＲＦ250Ｒ グレイジンググランド 富良野

91 60 村井 陽香 兼古　譲 ＹＺ85ＬＷ under165with コンセプト札幌 恵庭/北広

92 71 逸見 将人 ＹＺ85ＬＷ 高見道 石狩

93 79 菊池 領 ＹＺ250Ｘ 高見道　アイツ3号 札幌

94 94 鳴海 翔英 石原　 信 ＹＺ85ＬＷ Charging Forward 登別/札幌

95 115 高畠 空 吉田 侑平 奥野 圭将 ＹＺ125 ライダースクラブHORIZON 札幌

96 153 猪田　晴一 ＣＲＦ150 小樽三盃モータース 小樽
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97 314 中川 聡 ＲＭ85 札幌
98 385 高砂 和哉 藤田 献 宮下 貴幸 ＹＺ85ＬＷ 林道グループ 江別/札幌

99 573 辻 匡人 坂井　紀幸 渡瀬　聡雄 250ＥＸＣ　ＴＰＩ 旭川

100 719 内記 延之 ＣＲＦ150Ｒ3 win 札幌

101 104 加藤 由紀子 ＣＲＦ125Ｆ KIKI'sRACING with アマビエ 札幌

102 123 桑原 里 ＸＬＲ80 チーム　サドルバック 札幌

103 126 稲葉 俊江 カブ110 〒バイク部 札幌

104 132 高橋エリカ ＹＺ125Ｘ 苫小牧
105 154 北市 唯 ＸＲ100Ｒ もとぷろだくと 札幌
106 155 佐伯 奈美 菅原 みな XR100 aribaba racing 江別

107 207 藤戸 奈緒美 ＫＬＸ110 岩内レーシング 足寄
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