
■スケジュール　　 7：30　受付開始 / 試走開始　　　　　　　　　　　　　　9：00　招集 
8：30　受付終了 / 試走終了　　　　　　　　　　　　　　9：10　スタート
8：40　開会式　 /  競技説明 　　　　　　　 　 　　 　 13：10　ゴール
　　　　　　 　　 　　 ラジオ体操　　　　 　　　　　　　　14：00　表彰式

●チームの部
101 札幌じてんしゃ本舗～ズA 堤　克之 鈴木　武志 鷺谷　剛 飯田　達郎 札幌市

■会　場 ： 岩見沢市　北海道グリーンランドホワイトパーク周辺特設コース 102 札幌じてんしゃ本舗～ズB 須川　尚樹 菅原　勇人 札幌市
103 C2W feat. CJ SYSTEM Ltd. 田口　靖晃 成田　禎仁 佐藤　敏文 札幌市

■主　催 ： DoRide（ドゥライド） www.doride.org 104 C2W w/前谷設備（株） 前谷　智雄 西谷　純平 佐藤　真 札幌市
■提　供 ： 札幌じてんしゃ本舗　 www.jitensyahonpo.com 105 C2W きっず 川勝　希樹 寺澤　叶翔 泉　遥樹 小林　渓斗 札幌市
■後　援 ： 岩見沢市 / 岩見沢市教育委員会 106 C2W れでぃす 田口　幸枝 中山　未恵 寺澤　真幸 岩崎　麗奈 札幌市

107 C2W 休日のパパ 川勝　裕之 泉　隆 小林　圭司 札幌市
■協　賛 ： スコットジャパン / フルマークス / ジャイアント / スペシャライズドジャパン / キャノンデールジャパン 108 JayParker 野村　亨 古林　康幸 札幌市
　　　　　　 　トレックジャパン / マルイ / シマノセールス / TAK21 / 深谷産業 / ライトウェイプロダクツ 109 Proiect C4 奈須川　龍 町田　隼源 奈須川　賢 札幌市
　　　　　　 　エイアンドエフ / アメアスポーツジャパン・サロモン事業部 / アメアスポーツジャパン・マビック事業部 110 TEAM PAJAMA K 細野　辰也 細野　峰子 細野　大和 宮澤　智裕 宮澤　朝凪 札幌市
　　　　　　　 オンヨネ / 原サイクルセンター / ファインエイジング / サイクルスポーツ / ＲＣＴジャパン 111 TEAM PAJAMA N 佐藤　隆信 佐藤　后嶺 佐藤　典子 山口 岳彦 札幌市
　　　　　　 　ジオライドジャパン / ＩＲＣ / オーアンドエム / サイクルヨーロッパジャパン 112 アウトローレーシング 石澤　譲 小野　義明 札幌市
　　　　　　　 ウベックススポーツジャパン / 北海道ワコーズ / （株）札幌民間救急サービス 　（順不同、敬称略） 113 アドベンチャースポーツアマゾン 宮原　弘行 池島　和之 岩見沢市

114 イガラシさん 前田　圭介 五十嵐　善行 佐藤　駿 札幌市
■協 力 ： いわみざわアドベンチャースポーツクラブ / （有）アマゾン / （株）西方建設 115 カローラ札幌 高松　慎一 大島　浩治 伊藤　優希 札幌市

116 カローラ札幌　２ 伊勢谷　悟 澤江　智昭 高松　我空 札幌市
■大会MC ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ 117 くみこ＆まゆみ 楠　久美子 菊池　まゆみ 奈井江町

118 クラブ　リッジ　芦別 石沢　正和 浅井　豪介 金子　正仁 芦別市
119 こういちろう＆たくま＆こう 楠　幸一郎 中嶋　拓真 陳内　孝侑 奈井江町

■注意事項 ●ソロの部 120 こうき＆しゅん＆こうすけ 佐々木倖生 中林　俊 川筋　航介 奈井江町
・コースに入る際は必ずグローブとヘルメットを装着してください 1 AFCC（アズマチック・フィールス） 井崎　雅一 標茶町 121 こうた＆ちなつ 古江　昂太 久保　千夏 砂川市
・ライダーの交代時は「必ず２名とも停止した状態」で 2 FDA MIYASEI 田中　直木 旭川市 122 さつき＆ゆら＆らいと 林　さつき 俵谷　侑良 菊池　来斗 奈井江町
　タスキを渡してください 3 GASPANIC SP 長束　貴之 札幌市 123 サッポロモイワJSC・A 尾池　諄海 前田　裕夢 札幌市
・追い越し時には声かけをお願いします　 4 GASPANIC SP 長谷川　拡介 長沼町 124 サッポロモイワJSC・B 安斎　草一郎 山嵜　日菜 札幌市
・「邪魔だ」「どけろ」等の暴言は理由を問わず減周の対象とします 5 HDK 石田　博 札幌市 125 サッポロモイワJSC・C 松岡　青空 池田　琉人 札幌市
・補給、食事、休憩、トイレ等は適宜自由にして結構です 6 Jay Parker 三谷　渉 札幌市 126 スノードルフィン 川岡　士真 椎名　遼水 恵良田　健人 札幌市

7 Jay Parker 福井　友規 札幌市 127 そうけん＆かいり＆りよ 北　颯健 林　かいり 俵谷　莉良 奈井江町
8 TEAM　BG8 河崎　一仁 砂川市 128 チーム　オーイエ！ 横山　翔一 佐藤　匡哉 安藤　拓海 村上　樹生 室蘭市

■連絡事項 9 TEAM　BG8 中村　光寿 滝川市 129 チーム　野口家 野口　和哉 野口　清司 野口　唯斗 野口　玲穏 室蘭市
・洗車機は３台設置してあります。　レース中も使用出来ます 10 TEAM　BG8 森山　圭吾 滝川市 130 チームSO！ON！ 佐藤　雄之 成田　和音 宮口　息吹 横山　稜 室蘭市
・どこでもラーメンは１１時までに到着します 11 Team BIG 佐々木　敬仁 札幌市 131 チームオクバ 奥場　悦光 奥場　勝利 砂川市

12 Team BIG 森　大輔 札幌市 132 ニップレス2016 榎本　一輝 山田　孝博 阿部　泰洋 札幌市
13 Team BIG 高橋　健二 札幌市 133 年金ライダー１号・２号 川村　薫 加藤　正道 栗山町

●来年（2017年）の「暫定」スケジュール 14 TEAMてやんでぇ 菊池　剛 北広島市 134 ホシザキ北海道 佐藤　賢太 吉川　哲平 高谷　祐貴 札幌市
2月26日 ・真駒内セキスイハイムスタジアムカップ（１２０分耐久） 15 岩井組 斉藤　嘉啓 札幌市 135 みなそら 中川　昌輝 國田　英史 北広島市
5月以降 ・例年通りの過密レーススケジュールをこなします（笑） 16 元祖年金ライダーあずきのとうさん 中村　義隆 札幌市 136 みなそら　父母の会 村上　徹 村上　聡美 柴田　雅史 由仁町
10月15日 ・本舗の耐久２０１７ 17 クラブリッジ　芦別 松川　和哉 千歳市 137 みなそらkids 中川　拓郎 塩田　一生 北広島市

18 ご隠居 高松　敦志 札幌市 138 ゆな＆りお＆ほくと 陳内　佑奈 中嶋　理央 菊池　北斗 砂川市
19 チーム　トヨペットTBR 東條　一郎 石狩市 139 ライドファクトリー 福本　純一 佐々木　隆二 二瓶　豪 札幌市

●大会リザルトは「DoRideリザルト」に随時アップします 20 チーム大樹 丸添　英世 広尾町 140 ライドファクトリープロジェクト走らない方が子守 風間　健司 風間　翔子 風間　健翔（応援） 札幌市
　http://blog.livedoor.jp/doride-result/ 21 ファイアード 森田　亨 札幌市 141 りょうが＆こうた＆れいじ 榎木　涼雅 田中　皓大 吉田　澪司 砂川市
　DoRideリザルトで検索してください 22 みしょにょBombers David Barnett 札幌市 142 旭川からコンニチワワ 平澤　美穂 平澤　一将 加藤　道孝 前屋　虹太 旭川市

23 みなそら 髙杉　和希 共和町 143 四十肩罹患率５０パーセント 賀口　隆一 福田　たけし 浅香　雄一郎 三浦　謙太郎 札幌市
24 みなそら HOTnet 片山　亮 札幌市 144 死に損ない 村上　義一 中村　朋男 峰江　裕一郎 日向　宏武 札幌市
25 みなそらC&M 村上　達也 長沼町 145 脂肪燃やし隊 鶴間　直美 佐藤　美紀 佐藤　克子 七尾　英樹 江別市
26 ライドファクトリー 中野　扶早子 札幌市 146 室工大　チーム貧脚組 西田　晃平 菊池　暁貴 居駒　薫樹 室蘭市
27 ライドファクトリー 山﨑　武司 札幌市 147 室工大ブラックマザーズ 畑　勇志 鹿野　栄太 清野　宏樹 三島　卓也 中井　美織 室蘭市
28 ライドファクトリープロジェクト 島影　徹 江別市 148 疾風伝説 特攻の桃 今野　尚輝 西野　雅宏 長嶋　大樹 室蘭市
29 ロードキッズ TBR 信田　淳一 札幌市 149 西野レーシング 河原　慎 河原　蒼 札幌市
30 旭川自転車愛好会 若松　健司 旭川市 150 第1喰いてぇー団 佐藤　雅憲 村上　晃 小野　由紀光 米澤　錦次 伊東　悠太 千歳市
31 手稲っていいね 正木　裕也 札幌市 151 陳内パパ＆川筋パパ＆中嶋パパ 陳内　伸明 川筋　健志 中嶋　博道 砂川市

●10月30日と11月13日に月形町でAJOCCのシクロクロス 32 稚内でも頑張ってます 磯田　卓也 稚内市 152 桃の名は 藤崎　真吾 木村　啓介 佐野　憧平 当別町
　の大会が開催されます。ＭＴＢでの参加もＯＫ！ 33 武蔵レーシング 絹川  英敏 札幌市 153 闘魂注入だ～ 平　靖彦 小谷　理訓 村岡　郷平 苫小牧市
　多くの方の参加＆観戦、お待ちしています♪ 34 北海道自転車部 北川　智彦 札幌市 154 北区スイニャー 渡辺　一気 青山  卓睦 青山　和也 渡辺　真吾 札幌市

BIB（ナンバープレート）は
軽く洗って、チーム全員分をまとめて

返却して下さい！


