
●エリート・メン　１０周 １２：３０スタート
2 4 齊藤　嘉啓 岩井組 札幌市

開催日時 ： 2019年6月30日(日) 3 7 信田　淳一 team TBR 札幌市
開催場所 ： 幕別町忠類白銀台スキー場 4 3 福井　友規 Jay Parker 札幌市

●小学生高学年　ショートコース４周　　９：４０スタート 5 1 穴田　玖舟 TEAM　BG8 砂川市
主　　　催 ： 東北海道自転車競技連盟 701 吉川　光里 ありがとう牧場 足寄町 5 6 長谷川　拡介 GasPanic みなそら 長沼町
後　　　援 ： 幕別町 702 西村　一志 TEAM　BG8 滝川市 7 9 山﨑　武司 ライドファクトリープロジェクト 札幌市
運　　　営 ： DoRide（ドゥライド）　　www.doride.org 703 工藤　遙真 TEAM　BG8 滝川市 8 11 尾崎　義規 どＭＳＲ 札幌市

704 川筋　航介 TEAM　BG8 砂川市 10 24 小野瀬　祐斗 まるおです。 札幌市
協　　  賛 ： 鎌田輪業 /サイクルファクトリー / サイクルハウスクランカー / やまめ工房 11 16 小曽根　誠 ライドファクトリープロジェクト 札幌市
　　　　　　　 サムズバイク / サイクルショップナカムラSAPPORO / サイクルガレージPAZ ●小学生低学年　ショートコース１周　 ９：４０スタート 12 21 今野　尚輝 みなそら 室蘭市

　　　　　　　 サイクル小野サッポロ / ホワイトラインバイシクル / 札幌じてんしゃ本舗 / ＯｌｄＮｅｗ 801 芹川　吏憂 TEAM　BG8 岩見沢市 15 14 古江　昂太 TEAM　BG8 砂川市
　　　　 　　　道の駅・忠類 hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/407/ 15 15 河崎　一仁 TEAM　BG8 砂川市

17 17 David Barnett みしょにょ Bombers 札幌市
大会 ＭＣ ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ ●ウィメン　３周 １０：２０スタート 19 28 村上　達也 みなそら 長沼町

2 501 西村　めぐみ TEAM　BG8 滝川市 22 20 荒関　徹 BOBBISH TBR 枝幸町
■ スケジュール ■ 注意事項 23 30 髙杉　和希 みなそら 共和町
  8:00    受付開始 / 試走開始 　・試走レースを問わずコースを走行する場合は ●マスター５０　５周 １０：２０スタート 2 野澤　瑠 TEAM　BG8 滝川市
  9:00    受付終了 / 試走終了 　　ＢＩＢ、グローブ、ヘルメットの装着を義務付けます 3 401 佐々木  隆二 ライドファクトリー 札幌市 22 野澤　蓮 TEAM　BG8 滝川市
  9:10    競技説明 4 402 川村　薫 岩井組 栗山町
  9：40    小学生高学年 　・ショートコースは看板で明示されていますので、 6 403 中村　義隆 あずきの父さん 札幌市 ●エリート・ウィメン　６周 １２：３０スタート
　　　　 　　小学生低学年 　　指示通り進んでください。レースの際はコーステープ 9 404 石田　貢司 サイクルショップ朝里 小樽市 1 101 中嶋　理央 TEAM　BG8 砂川市
10：20    スポーツ 　　で規制しますので通常間違えることはありません 405 坂井　輝雄 タートルライダーズ札幌 北広島市 2 102 西村　志帆 TEAM　BG8 滝川市
　　　　　 　マスター 406 大久保　博 オーリン 帯広市
　　 　　　　ウィメン 　・１時間耐久でチームのライダー交代の際は ●エキスパート　１０周　　１２：３０スタート
11：40    表彰式A 　　両方が完全に停止した状態で ●マスター４０　５周 １０：２０スタート 1 201 加藤　正道 岩井組 岩見沢市

※該当クラス　・小学生低学年 ・小学生高学年 　　タスキの受け渡しすること 3 421 二瓶　豪 ライドファクトリー 小樽市 2 202 中村　光寿 TEAM　BG8 滝川市
　　　　　　　　　 ・ウィメン ・マスター ・スポーツ 6 422 山岡　雄治 ライドファクトリー 札幌市 3 203 江畑　宏 TEAM-O-ZAPPA 札幌市

　・火気使用は厳禁です（コンロ含む） 423 西村　正人 TEAM　BG8 滝川市 5 204 福本　純一 ライドファクトリー 札幌市
12：30    エリート・メン 424 田中　奏桜 トランスきのこレーシング 札幌市 6 205 片山　亮 みなそら 札幌市
　　　　　 　エリート・ウィメン ■ 連絡事項 425 加藤　武志 チーム大樹 大樹町 7 206 森　大輔 Ｔｅａｍ　ＢＩＧ　ＯＲＩＯＮ 札幌市
　　　　　 　エキスパート 　・表彰対象は各クラス６位までです（耐久は３位まで） 10 207 高橋　健二 Ｔｅａｍ　ＢＩＧ　ＯＲＩＯＮ 札幌市
14：20    60分耐久スタート 208 吉川　友二 ありがとう牧場 足寄町
15：20    60分耐久レース 終了 　・洗車機（３台）は建物の奥（駐車場側）に３台設置 ◆１時間耐久　ソロの部　　１４：２０スタート 209 長束　貴之 札幌市

　　してあります 1 戸子台  弘一 丈夫なヒラメ筋 新ひだか町 210 塩田　一生 みなそらJr 長沼町
15：40    表彰式B 2 福井　友規 Jay Parker 札幌市 211 村上　翔馬 みなそらJr 長沼町
※該当クラス　・エキスパート 　・道の駅忠類さんが建物内で販売を行っています。 3 佐々木  隆二 ライドファクトリー 札幌市
　　　　　　　　　・エリートウィメン 　 ・どろぶたバーガー　￥600
　　　　　　　　  ・エリート・メン  　・純白ゆり根シュークリーム　￥170 ◆１時間耐久　チームの部　　１４：２０スタート
  　　　　　　　　・1時間耐久（ソロ/チーム） 　 ・純白ゆり根大福　￥300 竹田　孝夫

　 ・ナウマンまんじゅう　￥280 桑原　美樹
　 ・ジュース　各種 吉川　友二

吉川　光里
　・当初予定していた「食堂このみ」さんのカレー販売は 村上　翔馬
　 予定よりも大幅に参加者が少ないため中止としました。 塩田　一生
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受付に返却してください︕


