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新型コロナウイルスの影響で 7 月に始まった今年の「MFJ 北海道エンデューロ選手権（道内戦）」は、10 月 11

日（日）にルスツの BIGBEAR で開催された第 4 戦をもって、シリーズ戦 5 ラウンドが全て終了した。 

レース当日は山側に黒い雲が立ちこもるも青空が見えており、前日までの雨のおかげで土埃もたたないベストコ

ンディション。 

今回は今年最後のレース。しかも公認クラスでは次期上位クラスへの昇格が賭かっていることもあり、難所に臆

せず果敢にチャレンジする選手達の様子からは相当気合いの入ったレースであることが窺えた。 

 

◎IB クラスは 140 中江選手がシリーズ戦パーフェクト勝利でチャンピオン！ 

今年の道内戦における IB クラスは 140 中江選手が圧勝する形で進んできたが、最終戦もまた圧倒的な強さを見

せて優勝した。道内勢の中では 5 戦 5 勝でパーフェクト勝利だ。 

141 伊藤選手は 5 戦 5 敗の 140 中江選手に“今回こそは一矢を報いる”という気持ちで臨んだようであるが、スタ

ート直後の難所“サトニーヒル”で直登りにチャレンジするも失敗して大幅にタイムをロス。その後の挽回にはな

らなかった。 



 
 

3 位は 128 木口選手、4 位 121 宮崎選手、5 位 153 奥谷選手、6 位 114 伊藤選手の結果となった。 

シリーズチャンピオンとなった中江選手には、次期 IA クラスへの昇格申請権を含んだシリーズ戦チャンピオン

の盾が渡された。 

 

◎NA クラスは 322 田崎選手が二度目の優勝でシリーズチャンピオン！ 

今回見どころ一番の NA クラスは、322 田

﨑選手が夕張の第 2 戦以来、二度目の優勝

を飾った。 

2 位は 312 伊原選手、3 位 326 松山選手、

4 位 324 北谷選手、5 位 327 山下選手、6 位

309 清水選手の結果となった。 

注目されていたポイントランキングは、春

から道内戦に全戦参加していた 327 山下選

手や、312 伊原選手、326 松山選手らの健

闘が期待されていたが、3 選手とも前回ま

での 3 位とのポイント差（15 ポイント）を

逆転させるところまでには至らなかった。 

最終的にはこれまで着実にポイントを重ね 



 

てきた 322 田崎選手、324 北谷選手、309 清水選手の 3 人が、次期 IB クラスへの昇格申請の権利を獲得した。 

 

◎NB クラスは 555 馬場選手がシリーズ戦パーフェクト勝利でチャンピオン！ 

 
 

今年の道内戦に全戦参加している 8 人の選手の中で常にトップを走る 555 馬場選手が、今回もまたダントツ 1 位

の活躍ぶりでシリーズ戦パーフェクト優勝を収めた。また前回までポイントランキング 6 位の 475 大森選手が 2

位に入る活躍ぶりを見せた。 

3 位は 449 菊池選手、4 位 445 沖中選手、5 位 466 佐藤選手、6 位 421 松山選手の結果となった。 

これにより次期 NA クラスへの昇格は、自動的に 555 馬場選手、449 菊池選手、450 斉藤選手、445 沖中選手、

475 大森選手、421 松山選手の 6 人に決まった。 

 

 

◎IA クラスは沼田選手がシリーズチャンピオン！ 

IA クラスは市販車エキスパートクラスに参加している 700 菅原選手（IA クラス 44 番）を除き、全員が負傷中の

ため、残念ながら最終戦ではコースを走る姿を見ることが出来なかった。 

ポイントランキングでは 42 沼田選手が 1 位、32 佐藤選手が 2 位、20 佐伯選手が 3 位となった。 

 

 



＜表彰式～第 4 戦（最終戦）＞ 

●IB クラス（左から１位→６位） 

 
140 中江選手、141 伊藤選手、128 木口選手      121 宮崎選手、153 奥谷選手、114 伊藤選手 

 

●NA クラス（左から１位→3 位） 

 

 

1 位 322 田﨑選手 

 

2 位 312 伊原選手 

 

3 位 326 松山選手 

 

 

 

 

 

●NB クラス（左から１位→２位、女性特別賞、３位→６位） 

 
555 馬場選手、475 大森選手、451 高見選手  449 菊池選手、445 沖中選手、466 佐藤選手、421 松山選手 



●B クラス（左から１位→3 位）          ●Ｃクラス（左から１位→6 位） 

 
613 芦田選手、612 泉田選手、603 大石選手    673 兼村選手、679 ケビン選手、670 高橋選手 

656 真鍋選手、654 村井選手、669 兼古選手 

●市販車エキスパートクラス            ●市販車クラス 

 
1 位 700 菅原選手、2 位 701 石原選手       1 位 703 竹村選手、2 位 706 奥野選手 

＜表彰式～シリーズ戦年間表彰＞ 

●IA クラス（左から 2 位→3 位 ※1 位沼田選手は欠）●B クラス（左から１位→3 位） 

 

32 佐藤選手、  20 佐伯選手        603 大石選手、613 芦田選手、612 泉田選手 



 

●IB クラス（左から１位→5 位 ※6 位北村選手は欠） 

 

140 中江選手、   141 伊藤選手、 128 木口選手、 121 宮崎選手、   153 奥谷選手 

 

●NA クラス（左から１位→6 位） 

322 田﨑選手、  324 北谷選手、  309 清水選手、  312 伊原選手、 326 松山選手、 327 山下選手 

 

 



●NB クラス（左から１位→6 位） 

 

555 馬場選手、  449 菊池選手、450 斉藤選手、 445 沖中選手、  475 大森選手、  421 松山選手 

 

●Ｃクラス（左から１位→5 位 ※6 位江口選手は欠） 

 

673 兼村選手、 656 真鍋選手、    670 高橋選手、  669 兼古選手、   653 青田選手 

 

 

 



●市販車エキスパートクラス 

 
1 位 700 菅原選手      2 位 701 石原選手 

●市販車クラス（2 位関井選手は欠） 

 
1 位 703 竹村選手   

 

                                     （大会事務局広報） 


