
2022.7.14北海道エンデューロ選手権第3戦ヒーローレーシング大会ルスツ村BIGBEAR

IA

30 馬場 崇行 Beta RR2ｔ beta with ﾀﾞｰﾄﾊﾞｲｸﾌﾟﾗｽ札幌

IB

116 伊藤 智耶 ヤマハ YZ250FX TEAM XPC SUNADA RACING

126 宮崎 慶太郎 KTM 350EXC-ｆ club zip with AHC

135 菊池 領 ヤマハ YZ250X 高見道

136 松山 哲也 ヤマハ YZ250X 高見道

150 北谷 智実 ヤマハ YZ250FX ラボランテ 高見道

151 清水 雄一 GASGAS EC250 TEAM Bivoiac wis MOTOLIFE

152 奥谷 雅夫 KTM 250EXC-F club zip 

157 砂田 彰 TM Racing  EN144Fi2t Team XPC Sunada Racing

159 大友 秀樹 ホンダ CRF250RX NORTH FOX

160 久保田 実 KTM 250SX TEAM今金オート

NA

318 沖中 祐輔 ヤマハ YZ125X BPMR ﾂｰｱﾝﾄﾞﾌｫｰ

319 齋藤 俊輔 KTM EXC300 BPMR ﾂｰｱﾝﾄﾞﾌｫｰ

329 逸見 将人 ヤマハ YZ250X 高見道

330 佐藤 雄一 ヤマハ YZ250FX 高見道 OKPC

331 吾田 誠 ヤマハ YZ125 BPMR 高見道

332 梶 慎一朗 Husqvarna Te250i モトバレーゼ

333 嵐口 哲也 カワサキ KX250F ﾜｰﾙﾄﾞﾚｰｼﾝｸﾞ＆⾧和の森



NB

408 齊藤 佑輔 KTM 150XC-W CLUB ZIP

413 石原 信 ヤマハ YZ85LW コンセプト札幌

419 村上 卓弥 ヤマハ YZ125X BPMR高見道

430 高見 智代 ヤマハ YZ250X 高見道

433 佐藤 毅 ヤマハ YZ250FX 高見道

439 森田 秀臣 ホンダ CRF250RX 高見道

440 高橋 克典 ヤマハ YZ125X メタリックコンセプト札幌

441 高橋 輝志 KTM 250EXC BPMR with 高見道

445 林 亮太 GASGAS EC250F 高見道

446 羽田 真吾 KTM 250EXC

448 関井 貴夫 ヤマハ WR250R 特攻野郎Cチーム

450 吉田 賢伸 ヤマハ YZ125X OKPC高見道

451 丹羽 貴嗣 ヤマハ YZ125X OKPC高見道

452 山口 雅人 KTM 250EXC TPI ２アンド４

453 中島 英二 ヤマハ YZ125

454 北山 義晃 スズキ RM-Z250

455 岡部 竜介 ヤマハ YZ250X OKPC高見道

457 荻野 鉄平 ヤマハ YZ250 チームMISSION

460 葛西 哲也 ヤマハ YZ250FX 高見道

461 加藤 功 KTM 250XC TPI BPMRツーアンドフォー

462 佐々木 健一 ハスクバーナ TF150I BPMR

463 新田 雄大 ハスクバーナ TF250I ニッタケレーシング

464 熊谷 成哉 GASGAS EC250 mx-build with ﾆｯﾀｹﾚｰｼﾝｸﾞ

465 羽澤 陽晴 ヤマハ YZ125

468 奥山 哲哉 ホンダ CRF250RX CLUB ZIP

469 近藤 智 GASGAS EC250 モトライフ

470 後藤 純 ヤマハ YZ250FX 高見道

471 蛯澤 毅 BETA RR2T BPMR

472 玉田 虎之介 KTM EXC250 うさぎのだんす

473 兼村 知浩 KTM 300EXC SSTH山賊

474 後藤 天輝 ヤマハ YZ250FX 高見道



B

600 成田 清吉 ヤマハ YZ250F ヒーローレーシング札幌

607 荻野 正彦 ヤマハ YZ250X チームミッション

608 佐竹 孝彦 ヤマハ YZ125 チームMISSION

610 太田 祐介 ヤマハ YZ85 モトウェーブ

C

654 見吉 美清男 ホンダ CRF250R

656 青田 賢治 KTM 250EXC-F

660 兼古 譲 ヤマハ YZ125 コンセプト札幌

676 小林 正吾 ヤマハ セロー225W

677 吉田 侑平 ヤマハ YZ125X Rising Star

679 工藤 靖博 ヤマハ YZ250FX

682 芝山 浩樹 ヤマハ セロー250

D

703 高橋 エリカ ヤマハ YZ125X BPMR with 高見道


