
■ 注意事項
　・試走レースを問わずコースを走行する場合はＢＩＢ、グローブ、ヘルメットの装着を義務付けます
　　この３点が揃っていない場合はコースから出てもらいます
　・例によって追い越す際に威嚇したり怒鳴ったりしないこと　確認した場合は減周します
　・チームでライダー交代の際は、渡すライダーも受け取るライダーも
　　「両方が完全に停止した状態」でタスキの受け渡しすること

■ 連絡事項
　・洗車機は橋の上で使用しないこと
　・炊き出しはお昼位からの予定です　炊き出しのメニューはチキンカレーと豚汁の予定です

開催日時 ： 2016年9月11日(日) 　　炊き出しは選手の他、観戦やサポートの皆さんにも振る舞われます
開催場所 ： 厚真町 本田農場周辺特設コース
主　　　催 ： DoRide（ドゥライド）　　www.doride.org 　・本田農場では、ここで生産した米、炭、野菜等の販売もしています　
提　　　供 ： 札幌グリーンライオンズクラブ　www.sapporogreen-lc.jp 　・本田農場周辺の里山はレース以外でもMTBで走行できますが、必ず事前に連絡をお願いします
協賛各社 ： サイクルファクトリー / サイクル小野サッポロ 　　　本田農場　FAX ０１４５－２７－３５０７　携帯 ０９０－９５２６－０８８６
　　　　　　　 サイクルハウスクランカー / サイクルガレージPAZ
　　　　　　　 サムズバイク / サイクルショップナカムラSAPPORO ●チームの部
　　　　　　　 ホワイトラインバイシクル / やまめ工房 / 鎌田輪業 久保　千夏 クボ　チナツ 11
　　　　　 　  札幌じてんしゃ本舗 中嶋　理央 ナカジマ　リオ 10

西村　志帆 ニシムラ　シホ 11
陳内　佑奈 ジンナイ　ユナ 11

大会ＭＣ ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ 西村　めぐみ ニシムラ　メグミ
楠　　久美子 クスノキ　クミコ
菊池　まゆみ キクチ　マユミ

■ スケジュール 野澤　尚子 ノザワ　ナオコ
 7：30　　受付開始 今井　美紀恵 イマイ　ミキエ
 8：00　　試走開始 石沢　正和 イシザワ　マサカズ 40
 9：00　　試走最終コースイン 浅井　豪介 アサイ　ゴウスケ 39
 9：10　　試走・受付終了 今井　悠生 イマイ　ハルキ 12
 9：20　　開会式・競技説明 菊池　北斗 キクチ　ホクト 12
 9：30　　講話（里山について） 榎木　涼雅 エノキ　リョウガ 16
10：00 　スタート 山下　柊 ヤマシタ　シュウ 13
13：20 　ゴール 高嶋　一矢 タカシマ　カズヤ 12
14：30 　表彰式（予定） 川筋　航介 カワスジ　コウスケ 8

林　さつき ハヤシ　サツキ 10
菊池　来斗 キクチ　ライト 10

●ソロの部 川村　薫 カワムラ　カオル 65
1 C2W 田口　幸枝 タグチ　サチエ 札幌市 加藤　正道 カトウ　マサミチ 66
2 ライドファクトリー 中野　扶早子 ナカノ　フサコ 札幌市 楠　幸一郎 クスノキコウイチロウ 10
3 TEAM　BG8 山田　夕貴 ヤマダ　ユウキ 奈井江町 陳内　孝侑 ジンナイ　コウ 8
11 TEAM　BG8 赤塚　典之 アカツカ　ノリユキ 52 滝川市 工藤　遙真 クドウ　ハルマ 8
12 たまごがあれば何でもできるかめのえさ 賀口　隆一 カグチ　リュウイチ 49 札幌市 高嶋　利行 タカシマ　トシユキ 39
13 TBP 加藤　達也 カトウ　タツヤ 34 音更町 稲葉　綾美 イナバ　アヤミ
14 みなそらウサギ班 絹川  英敏 キヌカワ  ヒデトシ 54 札幌市 高嶋　祐太 タカシマ　ユウタ 7
15 TEAM　BG8 黒瀬　文也 クロセ　フミヤ 18 砂川市 林　　かいり ハヤシ　カイリ 7
16 Team　BIG 高橋　健二 タカハシ　ケンジ 60 札幌市 俵谷　莉良 タワラヤ　リヨ 6
17 Team　BIG 高松　敦志 タカマツ　アツシ 64 札幌市 高松　慎一 タカマツ　シンイチ 44
18 みしょにょ Bombers David Barnett デーヴィッド　バーネット 51 札幌市 伊藤　優希 イトウ　ユウキ
19 チーム　トヨペットＴＢＲ 東條　一郎 トウジョウ　イチロウ 60 石狩市 俵谷　莉良 タワラヤ　ユラ 9
20 TEAM　BG8 中村　光寿 ナカムラ　ミツヒサ 49 滝川市 西村　一志 ニシムラ　カズシ 9
21 ロードキッズ　TBR 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ 45 札幌市 中嶋　拓真 ナカジマ　タクマ 8
22 GASPANIC みなそら 長谷川　拡介 ハセガワ　コウスケ 41 長沼町 中川　拓郎 ナカガワ　タクロウ 9
23 クラブ　リッジ　芦別 松川　和哉 マツカワ　カズヤ 43 千歳市 塩田　一生 シオタ　イッセイ 11
24 みなそら 村上　達也 ムラカミ　タツヤ 43 長沼町 西村　正人 ニシムラ　マサト 44
25 Team　BIG 森　大輔 モリ　ダイスケ 44 札幌市 菊池　剛 キクチ　タケシ 45
26 TEAM　BG8 森山　圭吾 モリヤマ　ケイゴ 41 滝川市 野澤　瑠 ノザワ　リュウ 12
27 Imperial College London Louis Wright ライト　ルイス 19 札幌市 作間　碧空 サクマ　ソラ 11

古江　真己 フルエ　マサキ 17
野澤　蓮 ノザワ　レン 14
田中　皓大 タナカ　コウタ 14
山﨑　武司 ヤマザキ　タケシ 50
小曽根　誠 オゾネ　マコト 31

119 ライドファクトリー５０＆３０ 札幌市

　　　　　※BIB（ナンバープレート）は

　　　１．汚れを落として
　　　２．ビニタイ（固定用の白い針金）を
　　　  　一つの穴に全部まとめて通した状態で
　　　３．チーム「全員分まとめて」一緒に
　　　　　　　　　返却してください

101 ちなつ＆りお

102 しほホ＆ゆな

104 なおこ＆みきえ 滝川市

116 西村パパ＆菊地パパ 滝川市

113 カローラ札幌 札幌市

111 高嶋＆稲葉 滝川市

112

110 こういちろう＆こう＆はるま 奈井江町

砂川市

滝川市

滝川市103 めぐみ＆くみこ＆まゆみ

105 チーム芦別 芦別市

106 はるき＆ほくと 滝川市

115 みなそらkids 北広島市

107 りょうが＆しゅう＆かずや 砂川市

108 こうすけ＆さつき＆らいと 砂川市

109 年金ライダー１号・２号 栗山町

ゆうた＆かいり＆りよ 滝川市

114 ゆら＆かずし＆たくま 奈井江町

りゅう＆そら 滝川市

118 まさき＆れん＆こうた 砂川市

117


