
 

鎌田	学	杯	

2012	十勝ミニバイクレース	第 2戦

感謝をこめて 
 

 今後も「鎌田学」、彼と一緒にオートバイを通じて「人とのつながり」「家族の絆」

「レース活動の応援」「楽しいツーリング」「バイクの安全」など色々な形で進化させ

イベント化して行きたいと思っています。 

 本日は皆様のご協賛、ご賛同を心から感謝致します。ありがとうございました。 

 これからもご指導、ご鞭撻、宜しくお願い致します。 

MK13 鎌田 学杯 実行委員会一同

＜2011 年 MK13 鎌田学杯＞ 

 
このパンフレットは【Daikatsu Digiwork】様のご協力のもと印刷されました

札幌市北区太平 10 条 7 丁目 4-7 011-214-9250



 

大会開催にあたって 
 

2010 年 4 月 8 日北海道出身プロライダー鎌田 学が天に走って行った日、私達は彼の

屈託のない笑い顔しか思い出せませんでした。彼が遠くに行った事さえ信じませんで

した。あれから二年、今、以前にも増して彼をそばに感じています。 

生前の彼の思いは「オートバイの素晴らしさ、そして楽しさを沢山の人達に伝えてい

きたい」でした。 

その彼がオートバイを愛するきっかけとなったミニバイクレース！ 

私たち MK13 鎌田学杯実行委員会は、彼の思いを受け継ぎ北海道のミニバイクレース

の活性化にむけ一人でも多くの方々にミニバイクレースでしか味わえない楽しさ、仲

間と味わう感動を知っていただく事で彼の思いが伝わると信じています。 

この度の十勝ミニバイクレース第二戦&MK13 鎌田学杯は故人の遺志に賛同した数多く

の協力者によって成立の運びとなりました。 

さぁみんなで思いっきり楽しみましょう！ 

MK13 鎌田 学杯 実行委員会一同

1990 年北海道スピードパークで SP400 クラスのチャンピオ
ンを獲得。 
1997 年から全日本選手権にフル参戦となるが、その間も精力
的に全日本選手権にスポット参戦をこなし、北海道のチーム
から鈴鹿 8 時間耐久レースにも参戦した。 
2000 年から 2008 年まで（株）ホンダレーシング HRC のテス
トライダーとして契約。 
2001 年鈴鹿 8時間耐久レースには第 3ライダーとして参戦し
て優勝を果たす。その後 2007 年まで鈴鹿 8 時間耐久レース
に参戦を続ける。 

2003 年大会でも優勝。2007 年大会では仮面ライダー電王チー
ムとして話題を呼んだ。 
2009 年からは二輪の枠に囚われず四輪も含めた、「ラージモー
ターソムリエ」としてフリーテスター、プロモーション映像の
ライダー・ドライバー、インストラクター、イベント MC、番
組パーソナリティー、各種媒体への出演、等々普及活動に幅広
く活動の場を移した。 
2010 年 4 月 8 日テスト走行中の転倒による事故により逝去。 
享年 40 歳。人生を二輪とともに駆け抜けた。 

⾃転⾞、原付と⼆輪⾞とともに過ごしてきた少年は 
⼤⼈になっても愛する⼆輪⾞と共にいた 

＜順不同＞ 

代表取締役 米山 浩貴 

株式会社 東豊技研 

札幌市東区北 26 条東 22 丁目 1－11 

TEL 784-8145 

代表 鎌田 仁 

オフィス風雲児株式会社 

札幌市東区北 24 条東 22 丁目 3－3 

TEL 787-3911 

代表 鎌田 孝 

北海道産酒 BAR かま田 

札幌市中央区南 4 条西 4 丁目 MY プラザビル 6F 

TEL 233-2321 

～信頼と技術の塗装を目指して～ 

ご協賛のお願い 

 
次年度以降ご協賛をお考えの企業様は 

下記までご連絡をお願い致します 

 
実行委員会 鎌田 仁 
電話：090-1644-7475

Special Thanks 

池田 正人 

池田 憲昭 

池田 光恵 

石田 康之 

大西 敬紀 

大宮 馨 

貝塚 裕一 

代表取締役 竹内 英樹 

有限会社 竹内電工 

札幌市豊平区月寒東 3 条 8 丁目 5-3 

TEL 853-1290 

取締役統括部長 福山 悟 

株式会社 スマイルクリーン 

札幌市 北区新琴似 12 条 7 丁目 1-47 

TEL 769-5633 

有限会社	竹内電工	

鎌田 法子 

川上 富安 

黄金 隆一郎 

佐藤 麦人 

柴田 昭彦 

神 貴朗 

須谷 浩行 

高津戸 義彦 

田中 和也 

塚島 博明 

中里 祐妃 

畑 誠 

ｱﾄﾑﾚｰｼﾝｸﾞ花田 直樹 

福光 淳 

松尾 靖 

三上 憲一 

三上 美生 

三沢 牧彦 

三沢 あづみ 

水野 貢兵 

宮崎 俊朗 

村瀬 直樹 

柳 泰伸 

山田 俊一 

吉岡 理 

吉田 智則 

米山 浩貴 

米山 朋恵 



 

門崎 繁 

有限会社 門崎商会 川沿店 

札幌市南区川沿 8 条 8 丁目 1-36 

TEL 571-1692 

代表取締役 板垣 芳治 

株式会社 フェイス 

石狩市花川南 6 条 4 丁目 154 番地 

TEL 0133-72-1723 

＜順不同＞ 

有限会社	栄光電設	

秋庭設備サービス	

＜順不同＞ 

大滝 優司 

有限会社 栄光電設 

札幌市西区八軒 8 条東 3 丁目 1-7 

TEL 716-9639 

代表取締役 秋庭 一仁 

株式会社 秋庭設備サービス 

札幌市東区東雁来 8 条 4 丁目 7-15 

TEL 791-5552

代表取締役 武石 伸也 

有限会社 アクター 

札幌市南区北の沢 1819-498 

TEL 573-1968 

代表取締役 一関 修平 

株式会社 北海道フキ 

石狩市新港南 2 丁目 3718-8 

TEL 0133-64-1241 

代表取締役 村上 裕紀 

有限会社 村上工業 

札幌市南区南 34 条西 11 丁目 5-6 

TEL 582-3163 

代表取締役 森 明人 

森タイヤー商会 

美唄市進徳町 1 区 

TEL  0126-62-6565 

三河 智生 

理容室 パナッシュヘアー 

札幌市南区南 34 条西 10 丁目 3-30 

TEL 582-2596 

水島 弘子 

株式会社 河野銘木店 

札幌市豊平区豊平 5 条 6 丁目 1-10 

TEL 821-4343 

代表取締役 門馬 勇希 

株式会社 ディーエルエス 

登別市栄町 1 丁目 15-1 

TEL 0143-87-3999 

山岸 英彦 

山岸英彦商店 

札幌市東区北丘珠 3 条 1 丁目 9-15 

TEL 090-3390-9911 

代表取締役 三ツ野 智秀 

有限会社 ソアーウイング 

札幌市東区北 36 条東 23 丁目 5-10 

TEL 784-7705 

代表 石橋 輝興 

ガレージ ヴァイラス 

札幌市北区篠路町拓北 31 番地 

TEL 792-4616 

代表取締役 大石 昌樹 

株式会社 マスク 

札幌市中央区大通西 2 丁目 3-21 

TEL 611-7727 

代表取締役 大西 敬紀 

有限会社 オオニシ・ヒートマジック 

鈴鹿市住吉町 8279 

TEL 059-375-2333 

森タイヤー商会	

イベントと催事の	

山岸英彦商店



 

＜順不同＞ ＜順不同＞ 

長田 一樹 

極東なまらライダース 

札幌市南区澄川 3 条 5 丁目 3-22 

TEL  080-1876-9863 

代表取締役 喜多 敬三 

有限会社 住装 

札幌市厚別区厚別南 7 丁目 15-8 

TEL 892-5674 

代表取締役 渡辺 要 

株式会社 プログレス  

札幌市厚別区西 2 条 4 丁目 3-6 

TEL 807-7007 

代表取締役 河野 雅彦 

株式会社 トップイーグル 

江別市文京台 41-9 

TEL 386-6000 

北市 剛久 

美松企業グループ 有限会社 NM トレーディング 

札幌市中央区南 3 条西 5 丁目 14 三条美松ビル 6F 

TEL 218-3360 

代表 佐藤 由一 

有限会社 モトラビ 

札幌市白石区中央 3 条 1 丁目 5-21 

TEL 818-9639

代表 斉藤 征智 

株式会社 ジンプランニング 

札幌市北区あいの里 4 条 3 丁目-6-3 

TEL 778-7398

代表 神 貴朗 

ZIN WORKS 

札幌市北区篠路町上篠路 71-47 

TEL 090-8636-8376 

常務取締役 宍戸 秀次 

株式会社 京橋 

札幌市東区伏古 10 条 1 丁目 13-5 

TEL 782-9945 

代表 平塚 国則 

ペイントプロショップ クニ・ファクトリー 

札幌市北区屯田 9 条 11 丁目 1-1 

TEL 771-9234 

代表取締役 鍋谷 郷司 

有限会社 オフィス. ヴァリ・パン 

札幌市東区北 42 条東 18 丁目 1 番 3 号 

TEL 787-6566

代表取締役 中公 康宗 

有限会社プロケア 

札幌市北区篠路 2 条 7 丁目 6 番 30 号 

TEL  776-5515 

代表取締役 広瀬 泰輪 

株式会社 札幌冷熱 

札幌市北区新琴似 12 条 12 丁目 5-1 

TEL 762-1881

代表取締役 大野 晴嗣 

有限会社 rpm films 

東京都中央区湊 3-9-1 民衆堂ビル 4F 

TEL 03-3537-8097 

支店長 大宮 馨 

株式会社 渡邊建設 札幌支店 

札幌市東区東雁来 309 番地 

TEL 791-3922 

代表 岡本 明 

オカ・テック 岡本設備 

札幌市北区新川 4 条 7 丁目 1-14 

TEL 374-8766 

御料理仕出し 

有限会社	住装	


