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先日の日曜日に “MFJ 北海道エンデューロ選手権第４戦ヒーローレーシング大会”を観戦するために夕張のマウ

ントレースイに行ってきました。 

 

今回の全道戦は早くも第４戦目。コロナで第２戦目が中止になっているので実質的には今年３回目の全道戦です。 

出場台数は 54 台といつもに比べるとかなり少なめ。公認クラスが 38 台で承認クラスが 16 台でした。 

 

この日の天気は暑くも無く寒くも無くレースをやるには絶好のコンディションだったのですが、路面が乾いてお

り、しかも雨が降って表面を覆っている土が流れてしまったのか、コースはガレとズリだらけで所々が地割れ状

態となっていました。 

 

撮影場所を確認するためにコースを一周してみたところ、ルートはこれまでと全く一緒。違っていたのはいつも

の沢に水が全く無かったことくらいでした。 

 



コロナが蔓延しているのでレース以外は全員マスク着用が義務づけられます。 

MFJ 事務局により事前に選手の健康状態がチェックされ、受付や車検はその後に行われていました。 

 

●受付の様子 

  

 

●開会式とブリーフィングの様子 

  
 

レースのスタートは“ル・マン式”です。9 時に承認クラスの B・C・市販車クラスがスタートし、11 時から公認

クラスの IA・IB・NA・NB クラスによる 2 時間 30 分のレースがスタートしました。 

 

（ル・マン式による承認クラスのスタート） 



■レースの概要 

◆公認クラス 

● IA クラスは 20 沼田選手が優勝！ 

IA クラスは今年初出場の 19 沼田選手と今回が 2 戦目の 20 佐伯選手との一騎打ち。勝敗は僅かの差で 19 沼田選

手が勝利しました。 

 

（IA クラスで優勝した 19 沼田選手） 



20 佐伯選手は今回のレースでポイントをゲットし、目下 36 ポイントで首位に躍り出ました！！ 

 
（IA クラスで準優勝の 20 佐伯選手） 

 



 

● IB クラスは 154 馬場選手が 3 連勝！！ 

昨年、NB から一気に IB に特別昇格した 154 馬場選手。さすがに強いですね。毎回猛追する 116 伊藤選手、138

田崎選手を今回も見事に振り切って 3 連勝しました。現在のポイントは 75 ポイントで 2 位の 116 伊藤選手に 19

ポイントの差を付けています。残す 9 月のルスツ戦と 10 月の栗丘戦での激戦が楽しみになってきました！！ 

 
 

2 位は 116 伊藤選手。             3 位は 138 田崎選手でした。 

 
 

 



●NA クラスも 322 菊池選手が 3 連勝！！ 

NA クラスも 322 菊池選手が負け知らずの 3 連勝です。ポイントランキングも満点の 75 ポイントで 2 位の 325

松山選手に 23 ポイントの差を付けています。ここまで来ると残り 2 戦を優勝で飾って完全制覇で IB 昇格を果た

せるかどうかが楽しみになってきましたね！！ 

 
 

←今回のレースには怪我によ

り休戦していた 309 山下選手

が今年初出場。いきなりトップ

に 1 分差の 2 位に入りました。 

 

過去 2 戦を休場しているので

今のところポイントランキン

グでは 20 ポイントの 7 位です

が、残り 2 戦の結果次第では IB

昇格を果たせる可能性があり

ます。 

今後どのように戦っていくの

か、2 位・3 位争いがとても楽

しみになってきましたね！！ 



←325 松山選手は今回 3 位。 

今年はかなり調子が良さそう

で優勝こそないものの 2 位・3

位をキープしており、ポイン

トランキングでも 52 ポイント

で 2 位にランキングされてい

ます。 

 

この NA クラスには 324 大森

選手、321 齋藤選手、310 松山

選手、303 伊原選手、309 山下

選手らがおり、それぞれが IB

昇格となるポイントランキン

グ 3 位以内の入賞を狙ってい

ます。今後の活躍が楽しみに

なってきました！ 

 

●NB クラスは 489 佐々木選手が今年初出場で初優勝！！ 

 

公認クラスはライセンスを持っていない

と上手くてもそうでなくても、とにかくこ

のクラスから始めなければならないので、

初出場で初優勝ということがよくありま

す。 

 

489 佐々木選手は総合でも 7 位に入ってお

り、IB クラス並の成績を残しているので、

ひょっとしたらこのクラスの台風の目に

なりそうな気配を感じますね。 

 

この後どのような成績を残していくのか

俄然楽しみになってきました。 

 

NB クラスの 2 位は 405 佐藤選手。 

3 位は 407 吾田選手。 

4 位は 401 竹田選手。 

5 位は 474 逸見選手。 

6 位は 477 梶選手。 

7 位は 478 嵐口選手。 

8 位は 457 辻選手。 

9 位は 410 齋藤選手。 

10 位は 467 佐藤選手でした。 



NB クラスの 2 位 405 佐藤選手              3 位の 407 吾田選手 

 
 

◆承認クラス 

●B クラス 

Ｂクラスは 607 丸山選手が 2 連勝。         2 位は 610 真鍋選手でした。 

 



●C クラスは 659 後藤選手が初優勝しました。      2 位は今年出場の 683 佐々木選手でした。 

 

（659 後藤選手）                 （683 佐々木選手） 

 

●市販車 EXP クラスは 701 石原選手が優勝。     市販車クラスは 706 小林選手が優勝しました。 

 



■表彰式の模様 

●IA クラス 1 位 

  
（19 沼田選手） 

 ●IB クラス（右から１位～5 位） 

 
（150 宮崎選手） （151 奥谷選手）  （138 田崎選手） （116 伊藤選手）  （154 馬場選手） 



●NA クラス（右から１位～4 位） 

 
 （324 大森選手）  （325 松山選手）   （309 山下選手）   （322 菊池選手） 

●NB クラス（右から 1 位～10 位） 

  

右の 5 人（474 逸見選手）（401 竹田選手）（407 吾田選手）（405 佐藤選手）（489 佐々木選手） 

左の 5 人（467 佐藤選手）（410 齋藤選手）（457 辻選手）（478 嵐口選手）（477 梶選手） 



 

●B クラス（右から 1 位～2 位） 

 
（610 真鍋選手）               （607 丸山選手）    

 

●C クラス（右から 1 位～6 位） 

 
（664 村井選手）（654 青田選手）（677 寺崎選手）（674 太田選手）（683 佐々木選手）（659 後藤選手） 



●市販車 EXP クラス優勝                ●市販車クラス優勝 

  

（701 石原選手）                （706 小林選手） 

 

■次回はいよいよ全日本 ED 選手権大会！！ 

次のレースは 9 月 18 日（土）～19 日(日)にルスツの BIGBEAR で全日本エンデューロ選手権（MFJ 北海道エン

デューロ選手権第 5 戦併催）が開催されます。皆さん、次回も是非、会場でお会いしましょう(^^) 

 

                                            BY ２か 

 

●２かのフォトギャラリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

https://photos.app.goo.gl/ecCM5Y2MMFcQBB5P6 

 

●リザルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/hokkaido-2021ED_R4_result0822.pdf 

 

●MFJ 北海道 ED ポイントランキング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

https://www.mfj.or.jp/wp-content/uploads/2021/02/hokkaido-2021EDranking0822.pdf 

 

●2020MFJ 全日本エンデューロ選手権北海道ルスツ 2DAYS ENDURO 情報・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

https://jecpromotion.com/ 

 


