
■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

●オールドタイマー・チームの部
161 G爺トオリオ 川村　薫 楢崎　博 中村　義隆 栗山町

●チームの部
111 札幌じてんしゃ本舗～ズ 堤　克之 菅原　勇人 長谷川　拡介 柿澤　宏昭 小野瀬　佑斗 札幌市
101 CYCLEPLAZA★BLAURERA★N R　MIX女子 水戸　由子 奈良　加容子 巣内　絵理子 北広島市
102 チャリチャレ２ 梅田　亜美 佐藤　光 甲斐　楓華 甲斐　麻那花 岩見沢市

■会　場 ： 長沼町　ハイジ牧場　heidi-farm.com 103 チャリチャレ４ 杉山　幸絵 石田　絵里 佐藤　江実 岩見沢市
104 みなそらライドシスターズ 中野　扶早子 大野　夢女 札幌市

■主　催 ： DoRide（ドゥライド） www.doride.org 105 ライドファクトリーLeftyっていいね 伊藤　美乃里 正木　真子 札幌市
■提　供 ： 札幌じてんしゃ本舗　 www.jitensyahonpo.com 106 限界女子大生 伊井　渚 永末　百々日 小坂　美央 室蘭市

107 太いの タイヤだけですよ。本当ですよ。 寺澤　真幸 渡部　智恵子 佐藤　郁恵 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 / ウベックススポーツジャパン 112 AFCC 道東マリモッ子〇クラブ 井崎　雅一 小泉　圭一 標茶町
　　　　　　 　トレックジャパン / ＭＳプロダクツ / マルイ / シマノセールス / TAK21 / ライトウェイプロダクツ / ジオライドジャパン 113 ART 大崎　顕治 豊嶋　清一 札幌市
　　　　　　  エイアンドエフ / アメアスポーツジャパン・サロモンアウトドア事業部 / アメアスポーツジャパン・マビック事業部 114 BG8 ヘルニア部 赤塚　典之 及川　貴裕 滝川市
　　　　　　　カワシマサイクルサプライ / 北海道ワコーズ / 札幌民間救急サービス / オーアンドエム / エス・エム・ジェイ（スミス） 115 BG8エリート 穴田　玖舟 山下　柊 野澤　瑠 砂川市
　　　　　　  ＩＲＣ / 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 （順不同・敬称略） 116 BG8ゆかいな仲間達 西村　一志 菊池　来斗 高嶋　祐太 滝川市

117 BG8継母＆ぼっちゃん1 野澤　尚子 芹川　吏憂 滝川市
■大会MC ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ 118 BG8継母＆ぼっちゃん2 稲葉　綾美 中嶋　拓真 川筋　航介 上砂川町

119 BG8次世代エース 中嶋　理央 陳内　孝侑 工藤　遙真 砂川市
●オールドタイマー・ソロの部 120 BIG ORION キラキラチーム 森　大輔 川嶋　邦裕 阿部　祐代 札幌市

◆注意事項 51 ハイパラクティブ 寺田　洋平 札幌市 121 BIG ORION 凸凹チーム 高橋　健二 高松　敦志 中田　公成 高崎　浩史 札幌市
・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 52 コブラ 本多　祐太 札幌市 122 JayParker 野村　亨 古林　康幸 札幌市
・ライダーの交代時 「必ず２名とも停止した状態」で 53 Old New輪 中村　トモオ 札幌市 123 MFJ北海道サイクリングクラブ 河原　慎 山田　淳二 札幌市
　タスキを渡してください 54 コブラ 山前   隆介 札幌市 124 Naoki ki Team 笹原　嘉月 小黒　颯 阿部　航平 佐々木　希 札幌市
・追い越し時に 声かけをお願いします　 55 ６６年前のエンヂン 加藤　正道 岩見沢市 125 OPIきのこ 田中　奏桜 今野　尚輝 札幌市
・「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 126 R4J〜イナセ&キキ&休日のパパ 小林  圭司 渡部  粋 泉  隆 川勝  希樹 札幌市
・補給、食事、休憩、トイレ等 適宜自由にして結構です ●ソロの部 127 R4J〜ケイトと愉快なオッサン達 小林  渓斗 渡部  仁 佐藤  敏文 川勝  裕之 札幌市

1 TEAM BG8 西村　めぐみ 滝川市 128 R4J小学5年生同級生チーム　 泉　遥樹 菊池　大誠 東　将太郎 札幌市
・本部下側の有料区域に入場する際 料金が必要です。 2 Team O-Zappa 羽鳥　和子 札幌市 129 RI ING Alpine ki Team 岡田　翼 岡田　吏欧 札幌市
　大人（中学生以上）５００円、子供（3才～小学6年生） ３００円 3 TEAMてやんでぇ 菊池　まゆみ 北広島市 130 C C 平野　雅純 平野　敬純 札幌市
　３歳未満 無料　※料金 本部でお支払いください 4 けれす　ぽでーる 田口　幸枝 札幌市 131 TEAM ACCIDENT 渡部　幸治 渡部　岳洋 山中　健士朗 余市町

5 シマシマ 嶋田　貴子 札幌市 132 TOKU Aの種たち（不良品あり） 神戸　敏光 木賊　弘明 片岡　亜藍 神戸　暖稀羽 江別市
◆連絡事項 6 ヤマモトユウコ 山元　裕子 札幌市 133 アーデルハイドの村から来ますた 福田　武志 伊東　崇 福田　博之 森本　慎太郎 札幌市
・洗車機 ３台設置してあります。　レース中も使用出来ます 11 904自転車部 佐々木　卓也 札幌市 134 アレグロ 渡辺　一気 菅谷　怜央 札幌市
・どこでもラーメン １１時までに到着します 12 BOBBI H tbr 荒関　徹 枝幸町 135 クラブ リッジ 芦別 石沢　正和 松川　和哉 芦別市

13 ＤＮＨＫ 千田　卓也 千歳市 136 サムズバイク　ゆとり組 平井　海地 鈴木　裕太 中野　文哉 　勇志 札幌市
・表彰 各カテゴリー６位まで 14 FDA MIYA EI 田中　直木 旭川市 137 スイスの方から来ました 浅香　雄一郎 三浦　謙太郎 石黒　健一 千歳市
　オールドタイマー（ソロ・チーム） 15 Gaspanic P 長束　貴之 札幌市 138 たつろーとゆかいなドMたち 飯田　達朗 片岡　嵩弥 山野井　全 岩井　徳宏 札幌市
　ソロの部（男子・女子） 16 Jay Parker 福井　友規 札幌市 139 チーム悪田 ハズキルーペとイケメンと下僕 織田　修平 吉田　勝茂 前田　圭介 札幌市
　チームの部（男子・女子） 17 AM'  Racing エレクトリカル 渡邉  圭亮 札幌市 140 チャリチャレ１ 倉谷　政幸 倉谷　彩香 山本　優佑 岩見沢市

18 TEAM BG8 中村　光寿 滝川市 141 チャリチャレ３ 梅田　晃空 滝谷　侑也 野口　怜穏 岩見沢市
19 TEAM BG8 桝田　啓仁 函館市 142 チャリチャレ５ 野口　清司 佐々木　毅 野口　和哉 平田　寿之 札幌市

●来年（2019年）の「暫定」スケジュール 20 TEAM BG8 中嶋　博道 砂川市 143 チャリチャレ６ 石田　收 木種　凌太 石田　海雄 岩見沢市
3月3日 ・真駒内セキスイハイムスタジアムカップ（１２０分耐久） 21 TEAM BG8 西村　正人 滝川市 144 チャレンジャー 菅谷　正次 菅谷　理恵 菅谷　百花 菅谷　蓮 札幌市
5月以降 ・例年よりマッタリなレーススケジュール 22 Team O-Zappa 羽鳥　博史 札幌市 145 トヨタカローラ札幌自転車部 小原　正人 船渡川　大輔 札幌市
10月13日 ・本舗の耐久２０１９（予定） 23 Team　O-ZAPPA　こしかた整体院 宮村　祐次 札幌市 146 にこりんりん 矢澤　にこ 星空　凛 木村　啓介 共和町

24 team panda 臼井　伸之 札幌市 147 ひろレーシング 渡辺　真吾 渡辺　裕美 札幌市
25 TEAM-O-ZAPPA 江 　宏 札幌市 148 みなそら 中川　昌輝 塩田　幸司 北広島市

●大会リザルト 「DoRideリザルト」に随時アップします 26 TEAMてやんでぇ 菊池　剛 北広島市 149 みなそらやきとり 吉田　周史 吉田  真弓 東神楽町
　http://blog.livedoor.jp/doride-result/ 27 コナ・蛇 和田　裕樹 共和町 150 みなそら父母の会 村上　徹 村上　聡美 由仁町
　DoRideリザルトで検索してください 28 チームTBR 東條　一郎 石狩市 151 ムラエナガブラザーズ（RFP） 金子　雅史 小曽根　誠 札幌市

29 なまら癖ーX 狩野　恭一 札幌市 152 ライデンズ 藤本　文明 高橋　明 北村　政孝 岩内町
30 ペーター 絹川  英敏 札幌市 153 ライドファクトリー・セミファットブラザーズ 山岡　雄治 二瓶　豪 札幌市
31 みなそら 髙杉　和希 共和町 154 ライドファクトリー恐妻家ブラザーズ 正木　亨 尾崎　晃一 札幌市
32 みなそら（うさぎ組） 片山　亮 札幌市 155 室工大 カネナシと愉快な仲間たち 佐久間　陸 杉山　友人 大谷　大海 小原　健 高原　健太 室蘭市
33 ライドファクトリー 山﨑　武司 札幌市 156 室工大　ラボちく 横山　翔一 西田　晃平 居駒　薫樹 室蘭市
34 ロードキッズTBR 信田　淳一 札幌市 157 室工大 ワンダ〜フォ〜ゲル部 松永　泰治 三島　卓也 堀澤　大河 室蘭市
35 岩井組 齊藤   嘉啓 札幌市 158 室工大 撮影班及び照明 佐々木　優真 菊池　暁貴 成田　和音 中谷　翔虎 室蘭市
36 道産子魂 安田  雅博 登別市 159 滝高ジャニーズ組 野澤　蓮 進藤   拓斗 滝川市
37 今野  優 札幌市 160 翔馬＆一生＆拓郎 村上　翔馬 塩田　一生 中川　拓郎 長沼町

BIB（ナンバープレート）
軽く洗って、チーム全員分をまとめて

返却して下さい


