
●ソロの部
1 けれす　ぽでーる 田口　幸枝 タグチ　サチエ 札幌市
2 ライドファクトリー 中野　扶早子 ナカノ　フサコ 札幌市
11 あづきのとうさん 中村　義隆 ナカムラ　ヨシタカ 71 札幌市
12 岩井組 川村　薫 カワムラ　カオル 67 栗山町
13 息切れじじい 加藤　正道 カトウ　マサミチ 66 岩見沢市
14 チームTBR 東條　一郎 トウジョウイチロウ 62 石狩市
15 みしょにょBombers David  Barnett デーヴィッド　バーネット 53 札幌市
16 ＮＳＲ 北野　圭二 キタノ　ケイジ 53 札幌市
17 ライドファクトリー 山﨑　武司 ヤマザキ　タケシ 52 札幌市

開催日時 ： 2018年9月2日(日) 18 マイナーアニソン聞かせてアゲルかめのえさ 賀口　隆一 カグチ　リュウイチ 51 札幌市
開催場所 ： 厚真町上野 本田農場周辺特設コース 19 やまべ鮭寿司マニア 羽鳥　博史 ハトリ　ヒロフミ 50 札幌市
主　　　催 ： DoRide（ドゥライド）　　www.doride.org 20 TEAMてやんでぇ 菊池　剛 キクチ　タケシ 47 北広島市
提　　　供 ： 札幌グリーンライオンズクラブ　www.sapporogreen-lc.jp 21 BOBBI H tbr 荒関　徹 アラゼキ　トオル 47 枝幸町
協賛各社 ： サイクルファクトリー / サイクル小野サッポロ 22 ロードキッズTBR 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ 47 札幌市
　　　　　　　 サイクルハウスクランカー / サイクルガレージPAZ 23 TEAM　BG8 西村　正人 ニシムラ　マサト 46 滝川市
　　　　　　　 サムズバイク / サイクルショップナカムラ APPORO 24 Team BIG ORION 森　大輔 モリ　ダイスケ 46 札幌市
　　　　　　　 ホワイトラインバイシクル / やまめ工房 / 鎌田輪業 25 みなそら 村上　達也 ムラカミ　タツヤ 45 長沼町
　　　　　 　  札幌じてんしゃ本舗 / OldNew 26 みなそらやきとり 吉田　周史 ヨシダ　シュウジ 45 東神楽町

27 岩井組 齊藤   嘉啓 サイトウ   ヨシヒロ 44 札幌市
大会ＭＣ ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ 28 みなそら・手稲山あずき倶楽部 片山　亮 カタヤマ　マコト 43 札幌市

29 音ノ木坂CX部 野呂　武志 ノロ　タケシ 35 共和町
30 Jay Parker 福井　友規 フクイ　トモキ 34 札幌市
31 とまとめいと 五十嵐　善行 イガラシ　ヨシユキ 32 札幌市

■ スケジュール
 7：30　　受付開始 ●チームの部
 8：00　　試走開始 菊池　まゆみ キクチ　マユミ
 9：00　　試走最終コースイン 西村　めぐみ ニシムラ　メグミ
 9：10　　試走・受付終了 中嶋　理央 ナカジマ　リオ
 9：20　　開会式・競技説明 西村　志帆 ニシムラ　シホ
 9：30　　講話（里山について） 陳内　佑奈 ジンナイ　ユナ
10：00 　スタート 浅香　雄一郎 アサカ　ユウイチロウ 44
13：20 　ゴール 福田　博之 フクダ　ヒロユキ 41
14：30 　表彰式（予定） 伊東　崇 イトウ　タカシ 40

山岡　雄治 ヤマオカ　ユウジ 44
二瓶　豪 ニヘイ　ツヨシ 46
石沢 正和 イシザワ マサカズ 42
松川 和哉 マツカワ カズヤ 45

■ 注意事項 福田　武志 フクダ　タケシ 40
　・試走レースを問わずコースを走行する場合 ＢＩＢ、グローブ、ヘルメットの装着を義務付けます 三浦　謙太郎 ミウラ　ケンタロウ 49
　　この３点が揃っていない場合 コースから出てもらいます 小曽根　誠 オゾネ　マコト 33
　・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 減周します 長谷川　拡介 ハセガワ　コウスケ 43
　・チームでライダー交代の際 、渡すライダーも受け取るライダーも 野澤　瑠 ノザワ　リュウ 14
　　「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 古江　昂太 フルエ　コウタ 13

工藤　遙真 クドウ　ハルマ 10
村上　翔馬 ムラカミ　ショウマ 13

■ 連絡事項 塩田　一生 シオタ　イッセイ 13
　・洗車機 橋の上で使用しないこと 菊池　来斗 キクチ　ライト 12
　・炊き出し お昼位からの予定です　炊き出しのメニュー チキンカレーと豚汁の予定です 高嶋　祐太 タカシマ　ユウタ 9
　　炊き出し 選手の他、観戦やサポートの皆さんにも振る舞われます 芹川　吏憂 セリカワ　リウン 7

中嶋　拓真 ナカジマ　タクマ 10
　・本田農場で 、ここで生産した米、炭、野菜等の販売もしています　 陳内　孝侑 ジンナイ　コウ 10
　・本田農場周辺の里山 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 西村　一志 ニシムラ　カズシ 11
　　　本田農場　FAX ０１４５－２７－３５０７　携帯 ０９０－３０１９－２８６１ 川筋　航介 カワスジ　コウスケ 10
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101 BG8ママ部

112 ライドファクトリーっていいね

113 クラブ リッジ 芦別

114

120 BG8高学年選抜2 滝川市

119 BG8高学年選抜1 砂川市

117 みなそらJr

118 BG8世界選予備軍

116 BG8エース

115 シマエナガブラザーズ 札幌市

スウィスカラ来マシタ

111 TCCオフロード班 千歳市

　　　　　※BIB（ナンバープレート）

　　　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

102 BG8レディース 砂川市


