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10 道外、海外枠　１０チームも作ります 3

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

1 539 高田　昌明 ｾﾛｰ225 ブブラッスリー吟醸withプラッツ北村農園 札幌

2 2 高見　良隆 佐藤　雄一 セロー225 高見道 札幌/江別

3 3 大津 壮稔 成田 慎一郎 ZX-10R　ADV ﾗﾝﾃﾞｳﾞｰ　祝マンモスクラス 帯広

4 4 清水 雄一 緑川　禎志 DT400 Dummy Racing　バカモン 札幌

5 5 門野 民男 ＣＲＦ125Ｆ チームケンケン旭川 旭川

6 6 池田 昌司 栗林　 宏太 ＣＲＦ100Ｆ リンドー 江別

7 7 岩崎 隼 CRF150R 岩崎一家withワイプランバー 小樽

8 8 伊藤 聖春 松山 武史 セロー225 トップフォース　ライフオートレーシング　fun factory 千歳・白老

9 9 津垣 正仁 村井 博樹 ＣＲＦ125Ｆ つがぴ屋・村井ワークス 恵庭・千歳

10 10 櫻井　学 式部 敏弘 ＹＺ250 高見道 八剣山 札幌/北広

11 12 石原　 信 ＹＺ85ＬＷ コンセプト札幌 札幌

12 13 後藤　 純 ＫＸ85ＬＷ 高見道S&J 札幌・千歳

13 16 太田 祐介 ＹＺ85ＬＷ モトウェーブ 札幌

14 17 佐藤 ツヨシ RR4T125LC 高見道　折れたのは心だった 帯広

15 18 葛西 哲也 YZ250FX 高見道 札幌

16 20 高見　智代 TTR125LWE 高見道 札幌

17 29 菊池 領 セロー250 高見道＠アイツ３号 札幌

18 51 佐藤 裕二 250EXC HMC with サイクロン 岩見沢

19 55 森　茂 冨樫英二 YZ125X プラッツ 札幌

20 74 三盃　諭 XR100 小樽三盃モータース 小樽

21 101 藤戸 和樹 KX112 岩内レーシング 足寄

22 219 竹内 直樹 竹内 翔 セロー225 タケショウ 札幌

23 301 竹鼻 真司 ＹＺ85ＬＷ 小樽三盃モータース 小樽

24 410 伊藤 智耶 KLX110 XPC 石狩

25 501 星野 浩一 佐久間 一寿 ＴＴＲ125 Dune★moto北海道＆道東チキチキレーシング 札幌/北見

26 711 大田 基晴 CRF150R 小樽三盃モータース 小樽

27 777 逸見 将人 YZ125X りくとんまりんぺ　高見道 石狩

28 42 広瀬 義春 高砂 和哉 近藤俊一 ストマジ50 石狩/札幌

29 56 中山 敦 メイト 夕張

30 83 坂田 章 天野 純 松本 直樹 カブ50 チームオレンジ 札幌

31 89 吉岡 賢治 吉岡 明日香 エイプ50 CS OKUNO 札幌

32 132 曽我 直紀 武田 敬一 東井 宏光 スーパーカブプロ50 卍林道クラブ 岩内・岩見沢

33 134 山﨑 偉 小松 健次 秋田谷 俊範 ハスラー50 マナル隊 新得町

34 174 森 勇人 CRF50 ポッチャリレーシング 足寄

35 180 齊藤 雅 リトルカブ GT Works 北見

36 848 田中 清人 小株改 卍林道部特攻隊 岩見沢

961 古崎 正樹 リトルカブ50 千歳

37 25 柴田 直樹 Ａ100 オーバーフロー 札幌

38 32 林 亮太 羽田 真吾 悪夢の郵政カブ チームカブカブ（挑戦者求ム！） 千歳

39 35 山縣 洋 佐々木 隆史 池田 伸代 CRF125 おひげ 札幌

40 36 松田 保治 相澤　 健一 ＣＲＦ125Ｆ ケンケン旭川 旭川

41 43 佐藤 浩司 多田 伸雄 XR100 サドルバッククラシック 札幌

ライオン

うさぎ

きつね

2023年　八剣山　スノーライディング　第3戦　
エントリー台数

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（2月5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。



42 46 小玉 則雄 ＭＤ50改 320スノーライド 札幌

43 47 湯村　和彦 岡本　哲也 CRF125F TEAM　ｽｼﾞｳﾙﾊ 日高・札幌

44 52 高田 雅俊 ＫＬＸ125 〒バイク部 札幌

45 59 池田　 博貴 池田　 博之 XR100 サドルバック・Ｉ 札幌

46 60 大石　敏己 押切 敏洋 カブ125改 AXE BOMBERS 札幌

47 62 河崎 純哉 DR-Z125L スーパーモト北海道 小樽

48 63 貝澤 展裕 グロム125 CS　おくの 札幌

49 64 松本　典幸 打越　淳也 嵐　純一 CRF125 ののくんneo 札幌・北広島

50 70 工藤 靖博 CRF125F ﾓﾄｶﾞﾚｰｼﾞ10-feet 江別

51 72 根木 利幸 明戸 千裕 ＣＲＦ125Ｆ 番長林道部 札幌

52 77 重富 哲 永木 雄二 TTR125LWE しかぶりレーシング 苫小牧・札幌

53 94 北市 唯 加賀谷 政典 神山 亮太 XR100R 唯ラストランとおじさん達 札幌

54 98 真鍋 伸司 佐々木 大介 和智 国明 ＸＲ１００モタード チーム長野塾 札幌

55 121 片岡 義博 片岡 良輔 CRM80 SEA  WEST 苫小牧

56 128 本間 左文字 俊幸 加藤 喜一 CRF125F TEAM ゴロモントゥ 石狩・札幌

57 129 三井誠 宮脇友和 CD125改 AXE Bombers 2nd 札幌

58 133 東  純也 関根奨平 CRF125F ワコーズ&SRO 札幌

59 137 笠井 章宏 岩城 雅博 藤井 裕一郎 XTZ125 旭川

60 139 高井 仁志 KLX125 ランデヴー 帯広

61 141 松山 武史 千船 新二 XR100 ライフオートRT 白老

62 144 白田・高橋・中川 高橋 佑季 中川 聡 CRF125F ひわい会 札幌

64 178 鈴木・竹内・野口 竹内 悠 野口　葉司 TTR125LWE 札幌

65 299 宮崎 純和 CRF125F 埼玉

66 320 千葉 孝 田中 慎吾 CRF125F 320スノーライド　弐号機 札幌

67 333 鈴木 貴彦 矢野 貴之 大友 健太 カブ70 日高アルペン少年団 富良野・日高

68 555 毛利 優介 CRF125F SBカリモノレーシング 札幌

69 810 熊谷 俊英 服部 健史 XE75 CYCLE　MOSH 札幌

70 915 見吉 美清男 藤原 蒼紫 藤原 佳樹 ＸＲ100 ９１５レーシング 札幌

71 しか 21 山岡 朋彦 関井 貴夫 セロー225 骨折兄弟タカandトモ 東京・札幌

72 24 高橋 克典 芝山 浩樹 セロー225ＷＥ メタリックコンセプト＆シーバ 札幌

73 30 吉川 弘幸 KL200R 倶知安

74 44 結城 仁 TT225 キクチ塾 札幌

75 49 奥野 仁 梶 慎一朗 XT225 ひよこスピード うさぎ年 札幌

76 57 伊藤 健太 KL250G 〒バイク部 札幌

77 66 吉田 侑平 セロー225 コンセプト北海道 札幌

78 86 小玉・赤塚 赤塚 清 赤塚 太雅 SEROW225 Team YFH 千歳

79 88 角田 貴敬 XLR200 モトクラフト 札幌

80 90 橋本 陽一 セロー225 ピンクリボン 上川

81 93 石川 優 セロー225 noraビスケット 札幌

82 108 伊藤・茂木・千葉 茂木 栄一 千葉 亮一 セロー250 西屯田アイランダー 札幌

83 143 小林 正吾 SEROW225w チームsk 札幌

84 166 熊谷 成哉 MAJESTY mx-build 恵庭

85 170 新田 洵司 ジェベル200 卍林道クラブ物流担当 岩見沢

86 173 奥山 翔太 田崎 優士 セロー250 96年式バズーカ！ 北見

87 179 大倉敏嗣 大倉翼空 セロー225 チーム　オオクラ　ファミリー 函館・東京

316 畦内 明彦 DR350 アゼ 札幌

88 456 兼村・三本松・川岸 三本松 陽介 川岸幸司 セロー225 three pine's 札幌

きつね



89 771 寺澤 那乃 永井哲汰 永井 龍太郎 トリッカー ボーンズ 札幌

90 27 高橋 孝誠 YZ125X 〒バイク部 音更

91 34 浅水 真樹 細矢 裕生 TTR125LWE 札幌

92 38 谷口 太一 川本 洋己 YZ125X アクセル＆SYNCEDGE4413 函館・札幌

93 50 岩崎 雄也 KX80 岩崎一家withワイプランバー 小樽

94 61 大作 哲 大作 郁矢 CRF150RⅡ 三郎軍団 札幌

95 75 佐々木・横山・齋藤 横山　洋平 斎藤 歩 RM80 TBRとイトコとカレー彗星 札幌

96 81 牧 健一 辻 匡人 250EXC ピンク　KEN1’S FACTORY 富良野

97 96 村井・竹田・内田 竹田 昇太 内田 尚志 YZ85LW JAM OZISAN 札幌

98 106 髙橋 雅治 KX80改 岩内Racing 帯広

99 111 戸沢 淳 RM80 011SICKBOYS

100 125 竹中 宏之 RM125 札幌

101 147 佐々木 泰康 YZ125X 笹やぶ隊 旭川

102 149 飯田 和彦 YZ85 川下スターズ 札幌

104 155 谷藤 亮太 YZ125X 三盃モータース 札幌

105 175 森下浩平・阿部進 阿部進 YZ85LW デフライダー 苫小牧

106 179 高松・相川・小笠原 相川 諭志 小川原 義人 EC250 山男子 恵庭

107 181 北澤 広明 YZ85LW KZC 倶知安

108 184 橋口 義代 RM125 マッキナ2輪部 札幌

109 186 平畑 信浩 KX112 笹薮 旭川

110 211 永井 章博 KX112 岩内レーシング 足寄

111 474 後藤・安保・後藤 安保 康弘 YZ250FX 高見道 恵庭

112 641 木村 信孝 木村 凌太朗 かわかみ ＫＸ250Ｆ Dirtbike plus SAPPORO with JUDGEMENT 札幌

113 703 高橋 エリカ 高橋 輝志 竹内 嘉宏 YZ125X ブラボー！！高見道 苫小牧.札幌

114 719 内記 延之 ＣＲＦ150Ｒ3 win 札幌

115 831 田中 誠司 YZ250FX 田中の野菜 栗山

116 58 佐伯 奈美 菅原 みな ＣＲＦ125Ｆ なみみな with aribaba racing 江別

117 103 稲葉 俊江 リトルカブ 〒バイク部 札幌

118 887 土田・柿崎・渡辺 柿崎 郁奈 渡辺 佳奈 KLX Dirtbikeplus 砂川

119 829 佐々木 陽香 TTR125LWE 苫小牧

120 まんとヒヒ 775 相蘇 裕聡 CRF125F 林 伸久レーシング 札幌

1 くま 飯山 大輝 大越 貴紘 YZ85 当別DENSOサービス 江別市

くま

ねこ

キャンセル待ち


