
車番 CLASS 　氏      名  住    所 車番 CLASS 　氏      名  住    所

11 Ｂ-Ⅰ 清水　辰美 芽室町 70 Ｂ-Ⅱ 大部 一俊 陸別町

51 Ｂ-Ⅰ 河原　靖夫 足寄町 83 Ｂ-Ⅱ 山田 薫 帯広市

56 Ｂ-Ⅰ 猪狩 巧 釧路市 84 Ｂ-Ⅱ 田中 次郎 佐呂間町

57 Ｂ-Ⅰ 松永 浩幸 北見市 90 Ｂ-Ⅱ 大槻 慎吾 札幌市

67 Ｂ-Ⅰ 中谷 圭志 札幌市

車番 CLASS 　氏      名  住    所

101 Ｂ-Ⅲ 湯澤 秀行 札幌市

※オープンクラスは当日エントリーです。 113 Ｂ-Ⅲ 芳賀 英司 上士幌町

127 Ｂ-Ⅲ 川野　　晃 陸別町

車番 氏      名 住 所 チーム名 車番 氏      名 住 所 チーム名

2 久万田　大騎 登別市 N.O.P Racing 1 永山 愛 苫小牧市 VIRUS

3 久万田　直輝 登別市 N.O.P Racing 5 森山 光弘 むかわ町 B-style

4 堀田　司 札幌市 VIRUS 64 中村 歩夢 恵庭市 MAVERICK

6 河村　哀琉 室蘭市 88 宮崎　洸希 江別市 MAVERICK

8 鈴木 陸哉 旭川市

12 森山 遥斗 むかわ町 B-style

車番 氏      名 住 所 チーム名

6 干場 郊幸 札幌市 VIRUS

車番 氏      名 住 所 チーム名 10 森田 文博 札幌市 インパラレーシング

1 丸田 よし乃 登別市 N.O.P Racing／BLUE LINE 17 眞田 悦也 千歳市 MAVERICK

X1 寺嶋 学 中標津町 寺嶋興業グループ 44 寺沢 航平 苫小牧市 B-style

8 青木 仁志 千歳市 MAVERICK 61 青木 孔平 千歳市 MAVERICK

17 久万田 大騎 登別市 N.O.P Racing

18 堀田 静 札幌市 VIRUS

33 福島 晃太 新ひだか町 B-style 車番 氏      名 住 所 チーム名

1 佐藤 謙輔 札幌市 インパラレーシング

3 永山 征樹 苫小牧市 VIRUS

車番 氏      名 住 所 チーム名 6 中村 翔 北広島市 UEGAI

3 原田 巧士 恵庭市 MAVERICK 12 佐治 洋 北広島市 VIRUS

5 小野寺 大輔 釧路町 寺嶋興業グループ 33 中村 圭佑 恵庭市 MAVERICK

6 河村 哀翔 室蘭市 39 寺嶋 直樹 中標津町 寺嶋興業グループ

7 堀田 聡 札幌市 VIRUS 55 那須 謙一 恵庭市 MAVERICK

16 桑島 裕一 中標津町 寺嶋興業グループ 100 吉田 廉 札幌市 インパラレーシング

17 加藤 孝次 白老町 N.O.P Racing

44 寺沢 航平 苫小牧市 B-style

73 佐藤 匠斗 中標津町 寺嶋興業グループ

50 石坂 敦 札幌市 インパラレーシング

Formula-BUGGY

OPEN-PRO

MID-A

ＡＴＶ　CLASS

KIDS

100-OPEN

MID-B

OPEN


