
1 札幌市 チームサトウ 佐藤　克子 サトウ　カツコ　
2 奈井江町 もーすぐＪＤ 山田　夕貴 ヤマダ　ユウキ
3 札幌市 ライドファクトリー 中野　扶早子 ナカノ　フサコ
4 札幌市 ８年ぶりの参戦 完走出来るかな？ 木村　康裕 キムラ　ヤスヒロ
5 札幌市 ART 大崎　顕治 オオサキ　ケンジ
6 小樽市 BLAU RERA 高橋　翔 タカハシ　ショウ
7 札幌市 CMJ 田中　歩 タナカ　アユミ
8 札幌市 CMJ 櫻庭　雄一 サクラバ ユウイチ
9 旭川市 FDA MIYA EI 田中　直木 タナカ　ナオキ
10 札幌市 HDK 石田　博 イシダ　ヒロシ
11 小樽市 ＮＴＳ 二瓶　豪 ニヘイ　ツヨシ
12 札幌市 panda&スパ狂残党 藤野　信一 フジノ　シンイチ
13 札幌市 R4J 泉　隆 イズミ　タカシ

主　　催 ： マウンテンバイク１２０分耐久レース「真駒内セキスイスタジアムカップ」実行委員会 14 札幌市 PECIALIZED JAPAN 金子　大作 カネコ　ダイサク
15 苫小牧市 Taisyo　Test　Team 花岡　稜 ハナオカ　リョウ

共　　催 ： （財）北海道体育文化協会　/　運　　営 ： DoRide（ドゥライド） 16 小樽市 ｔｅａｍ　ＧｏＡｈｅａｄ 吉川　達也 ヨシカワ　タツヤ
17 札幌市 Team O-Zappa 羽鳥　博史 ハトリ　ヒロフミ

協　　賛 ： サイクルショップナカムラ APPORO / サイクル小野サッポロ /サイクルファクトリー 18 札幌市 Team　O-ZAPPA　こしかた整体院 宮村　祐次 ミヤムラ　ユウジ
　　　　　　　サムズバイク / サイクルハウスクランカー / サイクルガレージPAZ / OldNew 19 札幌市 team panda 吉田　勝茂 ヨシダ　カツシゲ
　　　　　　  ホワイトラインバイシクル / やまめ工房 / 鎌田輪業 / 札幌じてんしゃ本舗 20 札幌市 team panda 前田  圭介 マエダ  ケイスケ

21 札幌市 team panda 斉藤　正泰 サイトウ　マサヤス

大会MC ： JET★PRO 22 札幌市 Team　 CC 川崎　慎也 カワサキ　シンヤ
23 札幌市 Team　 CC 井上　真琴 イノウエ　マコト

大会スケジュール 　９：００～１０：００　　受付・試走 24 札幌市 Team　 CC 浅里　公保 アサリ　キミヤス
１０：３０～１２：３０　　耐久レース 25 札幌市 TEAM-O-ZAPPA 江 　宏 エバタ　ヒロシ
１３：３０～　　　　 　　表彰式 26 上士幌町 イングレッソ十勝 小島　徹 コジマ　トオル

27 北広島市 キタヒロ サムズバイク＆ナミズ＆ＴＫＤ LOVE 鈴木　裕太 スズキ　ユウタ
・コースに入る際 必ずグローブとヘルメットを装着してください 28 共和町 コけずに走り隊 和田　裕樹 ワダ　ユウキ
・チームの部のライダー交代 「両方のライダーが完全に止まった状態」でタスキを渡してください。 29 小樽市 サイクルショップ　朝里 石田　貢司 イシダ　コウジ
・遅れているライダーを抜く場合に 必ず声をかけましょう。 30 札幌市 サムズバイク 八柳　慎一 ハチヤナギ　シンイチ

・「邪魔だ」「どけろ」等の暴言 理由を問わず減周の対象とします 31 北広島市 サムズバイク　キタヒロシマ 渡部　仁 ワタナベ　ヒトシ
・補給、食事、休憩、トイレ等 適宜自由にして結構です 32 札幌市 サムズバイク　ゆとり組 平井　海地 ヒライ　カイチ
・表彰対象 ソロの部（女子）、ソロの部（男子）、チームの部各６位までです。 33 札幌市 サムズバイク　ゆとり組 中野　文哉 ナカノ　フミヤ

34 札幌市 サムズバイク－ＧＯ 根井　剛一 ネイ　ゴウイチ
・レース中に流して欲しいCDがありましたら青いテントに居るMCに渡してください。 35 千歳市 チームＤＮＨＫ(仮) 千田  卓也 チダ  タクヤ

36 石狩市 チームTBR 東條　一郎 トウジョウイチロウ
・レース終了後、BIB返却願います。チーム 必ず３枚まとめて返却してください。 37 札幌市 チームおひとり 藤井　僚司 フジイ リョウジ

38 兵庫県 チーム河内長野 山本　武司 ヤマモト　タケシ
※１～ ソロの部、１０１～ チームの部です。 39 札幌市 チーム河内長野 平井　拓也 ヒライ　タクヤ

101 札幌市 ＪａｙＰａｒｋｅｒ 野村　亨 ノムラ　トオル 古林　康幸 フルバヤシ　ヤスユキ 三浦　力 ミウラ　チカラ 40 札幌市 チーム ま げ 浜松　信好 ハママツ　ノブヨシ
102 札幌市 Project C4 奈須川　龍 ナスカワ　リュウ 奈須川　賢 ナスカワ　ケン 奈須川　圭子 ナスカワ　ケイコ 41 天塩町 天塩あひる組 楢崎  博 ナラザキ  ヒロシ
103 札幌市 Ｔeamパパ＆ＧＧ 佐藤　修 サトウ　オサム 青木　彦太 アオキ　ゲンタ 42 旭川市 てらこや・エスケープ 寺田　佑 テラダ　タスク
104 札幌市 うさぎバカ一代 絹川  英敏 キヌカワ  ヒデトシ 柴田　雅史 シバタ 　マサフミ 中村  隆浩 ナカムラ  タカヒロ 43 札幌市 とまとめいと 五十嵐　善行 イガラシ　ヨシユキ

105 ニセコ町 お好み焼きーズ 上原　茂 ウエハラ　シゲル 渡邉　孝 ワタナベ　タカシ 外舘　里見 ソトダテ　サトミ 44 札幌市 トランスきのこサイクリング 田中　奏桜 タナカ　カナオ
106 札幌市 サムズバイク☆いなせ組　Ａチーム 秋山　侑志 アキヤマ　ユウシ 渡部　粋 ワタナベ　イナセ 梶本　和也 カジモト　カズヤ 45 札幌市 っちょと愉快な仲間たち 中　幸太郎 ハタナカ　コウタロウ

107 札幌市 サムズバイク☆いなせ組　Ｂチーム 春山　雅哉 ハルヤマ　マサヤ 斧田　健 オノダ　タケル 阿部　貴仁 アベ　タカヒト 46 函館市 みしょにょBOMBER 宮形　正隆 ミヤガタ　マサオキ

108 札幌市 サムズバイク☆いなせ組　Ｃチーム 泉本　隼人 イズモト　ハヤト 三浦　宏介 ミウラ　コウスケ 森田　慶太郎 モリタ　ケイタロウ 47 札幌市 みしょにょBombers David  Barnett デーヴィッド　バーネット

109 札幌市 スイスじん 福田　武志 フクダ　タケシ 三浦　謙太郎 ミウラ　ケンタロウ 48 札幌市 ゆーと 大泉　佑斗 オオイズミ　ユウト
110 札幌市 セントラルＳＳ 石馬場　大介 イシババ　ダイスケ 佐藤　卓 サトウ　タク 49 共和町 ライデンズ 直塚　功 ナオツカ　イサオ
111 札幌市 チーム New ea 尾崎　晃一 オザキ　コウイチ Henshaw Michael ヘンシャ　マイケル 新海　秀史 シンカイ　ヒデシ 50 札幌市 ライドファクトリー 山﨑 武司 ヤマザキ タケシ
112 共和町 ツイドルマスターシャチクカラーズ 野呂　武志 ノロ タケシ 長嶋　大樹 ナガシマ　ダイキ 木村　啓介 キムラ　ケイスケ 51 札幌市 ライドファクトリー 福本　純一 フクモト　ジュンイチ

113 札幌市 ま げ 中川　明洋 ナカガワアキヒロ 中西　健 ナカニシ　タケシ 前橋　雄太朗 マエバシ　ユウタロウ 52 札幌市 岩井組 齊藤　嘉啓 サイトウ　ヨシヒロ
114 札幌市 みなそらイドファクトリーOPI'z 小曽根　誠 オゾネ　マコト 今野　尚輝 コンノ　ナオキ 53 栗山町 岩井組 川村　薫 カワムラ　カオル
115 恵庭市 恵庭レーシング 笹谷　隆宏 ササヤ タカヒロ 久保田　勝彦 クボタ　カツヒコ 鷲見　孝浩 スミ　タカヒロ 54 札幌市 手稲っていいね 正木　亨 マサキ　リョウ
116 恵庭市 山とダム部 本山　修三 モトヤマ　シュウゾウ 豊蔵　悟 トヨクラ　サトル 飯田　俊二 イイダ　シュンジ 55 札幌市 手稲っていいね 祝大学進学 正木　裕也 マサキ　ユウヤ
117 千歳市 室工大サイクリング部 with D 菊池　暁貴 キクチ　アキタカ 西田　晃平 ニシダ　コウヘイ 横山　翔一 ヨコヤマ　ショウイチ 56 札幌市 手稲山あずき倶楽部 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ
118 札幌市 手稲山あずき倶楽部(TEAM CYCLE PLAZA) 高橋　英喜 タカハシ ヒデキ 高橋　幸也 タカハシ　ユキヤ 57 札幌市 手稲山あずき倶楽部 片山　亮 カタヤマ　マコト
119 室蘭市 雪の進軍 居駒　薫樹 イコマ　シゲキ 伊井　渚 イイ　ナギサ 三島　卓也 ミシマ　タクヤ 58 札幌市 手稲山あずき倶楽部（Jay Parker） 福井　友規 フクイ　トモキ
120 札幌市 南風一家 有森　昭二 アリモリ　ショウジ 有森　真之 アリモリ　サネユキ 59 秋田県 秋田大学自転車競技部 吉田　敬 ヨシダ  ケイ
121 札幌市 鼻毛なやつら。 米谷　悠太 ヨネヤ　ユウタ 河佐　真義 カワサ　マサヨシ 60 札幌市 藻岩中学校 井上　智雄 イノウエ　トモオ

61 札幌市 南風疾風隊 大塚　元博 オオツカ　モトヒロ
62 札幌市 山岡　雄治 ヤマオカ　ユウジ
63 札幌市 森田　森 モリタ　シゲル
64 札幌市 佐藤　誉康 サトウ　タカミチ
65 札幌市 齊藤　新 サイトウ　アラタ
66 小平町 鴨田　文夫 カモダ　フミオ
67 札幌市 柿沼　匠 カキヌマ　タクミ
68 千歳市 岩松　彬允 イワマツ　ヨシマサ

69 清水　紀美
70 近江　聡


