
■ 会　　場 ： ルスツリゾート　マウンテンバイクパーク ■ 主　　催 ： DoRide（ドゥライド）
■ 提　　供 ： ホワイトラインバイシクル　whiteline-bicycle.com ■ 大会MC ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ
■ 協　　賛 ： トレック・ジャパン / シマノクラブPRセンター / DAKINE / インターテック /  エス・エイ・アイ
　　　　　　　　 加森観光株式会社ルスツリゾート / ライトウェイプロダクツジャパン / エヴァディオ
　　　　　　　 　ミズタニ自転車 / アメアスポーツジャパンマヴィック事業部 / 北海道ワコーズ / 森川鋼業
　　　　　　　 　AKI CORPORATION / PRインターナショナル / 札幌うさぎ庭園　　(順不同・敬称略)
■ スケジュール

  8：30 　受付開始 11：00　 受付終了
　9:00  　試走開始(ゴンドラ稼働次第）
10：40 　試走第１部ゴンドラ最終乗車 14：00 　シーディングラン スタート
10：50 　試走第１部最終コースイン 15：30 　ダウンヒル決勝 スタート（リバース）
11：00 　試走第１部コースクローズ 16：10 　競技終了予定
11：45   試走第２部開始 16：40 　表彰式
12：45 　試走第２部ゴンドラ最終乗車 ■　連絡事項
12：55 　試走第２部最終コースイン ・スタート時刻に遅れた場合はスタートした時点からではなく、
13：05 　試走第２部コースクローズ  スタート予定時刻からゴールまでのタイムになります。

・BIBは必ず洗ってから返却してください。
●エリート

Rank BIB 氏名 カナ チーム名 居住地
1 2 高橋　政人 タカハシ　マサヒト ライドファクトリープロジェクト 苫小牧市
2 3 山田　亮 ヤマダ　リョウ ゴミBIke 札幌市
3 7 藤井　泰河 フジイ　タイガ team s.e.m.t 函館市
4 4 宮形　正隆 ミヤガタ　マサオキ みしょにょBOMBERS 函館市
5 5 間所　崇 マドコロ　タカシ 53819かえる 札幌市
8 6 宮元　雅史 ミヤモト　マサフミ ねこスピード 札幌市
9 10 稲葉　正思 イナバ　マサシ みしょにょbombers 札幌市
10 11 京野　正 キョウノ　タダシ ボブ　ハンナ 札幌市
12 12 志田　和仁 シダ　カズヒト ノッポさん 札幌市
13 16 藤井　信治 フジイ　シンジ team s.e.m.t 函館市
14 19 渡邉　圭亮 ワタナベ　ケイスケ ＫＲＦ サムズバイク 札幌市
15 20 村上　義一 ムラカミ　ヨシカズ みしょにょＢＯＭＢＥＲＳ 札幌市
16 17 風間　健司 カザマ　ケンジ ライドファクトリープロジェクト 札幌市
18 9 峰江　裕一郎 ミネエ　ユウイチロウ みしょにょ BOMBERS 札幌市

23 坂口　静佳 サカグチ　シズヨシ あざらしクモ 札幌市
22 松本　雅光 マツモト　マサミツ RC-XXXX 札幌市

●ノービス
Rank BIB 氏名 カナ チーム名 居住地

1 101 村山　陽平 ムラヤマ　ヨウヘイ チームぞうさん 札幌市
2 102 山川　毅 ヤマカワ　ツヨシ QNMS 札幌市

103 石塚　大 イシヅカ　マサル カピモン 函館市
104 木村 光好 キムラ ミツヨシ CSR小川輪業 世田谷区
105 松澤　憲司 マツザワ　ケンジ 鍼（はり）レーシングチーム 旭川市
106 林　哲 ハヤシ　アキラ ハヤシアキラコ 札幌市
107 入江　嘉 イリエ　タダシ EX4 札幌市

●ウィメン
Rank BIB 氏名 カナ チーム名 居住地

1 121 渡邉 織枝 ワタナベ オリエ 札幌かえる庭園 札幌市
2 122 志田　理恵 シダ　リエ わかば 札幌市

123 林　暁子 ハヤシ　アキコ ハヤシアキラコ 札幌市
●ビギナー

Rank BIB 氏名 カナ チーム名 居住地
1 111 江畑　宏 エバタ　ヒロシ TEAM-O-ZAPPA 札幌市

112 泉  隆 イズミ タカシ 札幌市
113 須賀川　純 スカガワ　ジュン 65Trail 札幌市
114 小川　明 オガワ　アキラ 65Trail 岩見沢市
115 佐川　直樹 サガワ　ナオキ 65Trail 岩見沢市
116 成田　哲史 ナリタ　アキヒト 65trail  tnf_sapporo 札幌市

●ハードテール
BIB 氏名 カナ チーム名 居住地
131 吉田　佳太郎 ヨシダ　ケイタロウ ていねつこ 札幌市
132 堀合　有介 ホリアイ　ユウスケ あざらしクモ 江別市
133 間宮 邦彦 マミヤ クニヒコ Chromag Japan 留寿都村
134 藤戸 康平 フジト コウヘイ 阿寒MTB協会 釧路市


