
■ スケジュール
 8：00　　受付・試走開始
 8：40　　受付・試走終了
 8：45　　開会式・競技説明
 8：50　　召集
 9：00 　スタート
13：00 　ゴール
15：00 　表彰式

開催日時 ：  2019年7月14日(日)
開催場所 ： 上砂川町 旧上砂川岳国際スキー場特設会場
主　　　催 ： 全道MTB4時間耐久レースin上砂川実行委員会 ●チームの部　　※【OLD】はオールドタイマー
運　　　営 ： DoRide（ドゥライド）　　www.doride.org 川村　薫 B型
M　　 　 C ： DJアキラ （Jet☆PRO） 楢崎　博 Ａ型
協賛各社 ： サイクル小野サッポロ /サイクルファクトリー / サイクルハウスクランカー / ＯｌｄＮｅｗ 中村　義隆 B型
　　　　　　　 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 村上　達也 Ｏ型
　　　　　　　 ホワイトラインバイシクル / やまめ工房 / 札幌じてんしゃ本舗 / 鎌田輪業 片山　亮 ＡＢ型
特別協賛 ： 上砂川町 / 上砂川温泉パンケの湯　 www.pankenoyu.com 黒瀨　大地 Ａ型

黒瀨　友也
野澤　瑠 A型
古江　昂太 A型
福本　純一 Ｏ型

■ 注意事項 二瓶　豪 ＡＢ型
　・試走レースを問わずコースを走行する場合は 正木　亨 Ｏ型
　　ＢＩＢ、グローブ、ヘルメットの装着を義務付けます 山岡　雄治 Ａ型
　　この３点が揃っていない場合はコースから出てもらいます 岡田　翼 Ｏ型

岡田　吏欧 Ｏ型
　・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 石坂　博文 ＡＢ型
　　確認した場合は減周します 石坂　穣 Ａ型

太田　岳
　・チームでライダー交代の際は、渡すライダーも受け取るライダーも 太田　渓
　　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 冨樫　雅久人 Ｏ型

●ソロの部　　※【OLD】はオールドタイマー 菊池　奏汰 Ａ型
■ 連絡事項 1 ナミズバイク（Sam's Bike） 山元　裕子 札幌市 Ａ型 吉田　周史 Ｂ型
　・コーステープが切れているのを見つけた場合は 2 けれす　ぽでーる 田口　幸枝 札幌市 Ｏ型 吉田　真弓 Ｂ型
　　本部通過時に「○○あたりが切れてます」と 3 TEAM BG8 西村　めぐみ 滝川市 A型 村上　翔馬 Ａ型
　　教えてくれるとヒジョーに助かります（笑）。 11 TEAM GG8　【OLD】 加藤　正道 岩見沢市 Ｏ型 塩田　一生 Ｂ型

12 FDA MIYASEI　【OLD】 藤井　仁 旭川市 Ｏ型 北　　颯健 A型
　・洗車場の洗車機は３台用意しましたが、 13 九〇四自転車部 佐々木　卓也 札幌市 Ｏ型 芹川　吏憂 O型
　　仲良くゆずりあって使用してください 14 岩井組 齊藤　嘉啓 札幌市 Ｏ型 北　日維心 A型
　　気合を入れて洗いすぎるとBB、ハブ、フリー等に水が 15 ライドファクトリープロジェクト 山﨑　武司 札幌市 Ｏ型 神　悠真
　　入って錆びたり、調子が悪くなったりしますので、 16 みなそら 絹川  英敏 札幌市 ＡＢ型 山下　柊 A型
　　ホドホドにしましょう。 17 みしょにょbombers 阿部　泰洋 長沼町 Ｂ型 野澤　蓮 AB型
　　（自転車屋さんはヒジョーに喜びます。笑） 18 まるおです。 小野瀬　祐斗 札幌市 Ｏ型 西村　志帆 A型

19 チームTBR 東條　一郎 石狩市 Ｏ型 中嶋　理央 A型
　・お弁当は１１時頃から本部で受け取れます。 20 ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ朝里 石田　貢司 小樽市 Ｂ型 片山　喜一郎

21 TEAM-O-ZAPPA 江畑　宏 札幌市 Ｂ型 河崎　一仁 O型
　・今年も上砂川町のみなさんの「出店」が出ます。 22 team panda 臼井　伸之 札幌市 Ｂ型 穴田　玖舟 A型
　　ご利用ください。 23 Ｔｅａｍ　ＢＩＧ　ＯＲＩＯＮ 森　大輔 札幌市 Ｏ型 西村　一志 A型

24 Ｔｅａｍ　ＢＩＧ　ＯＲＩＯＮ 高橋　健二 札幌市 Ｏ型 工藤　遙真 A型
　・表示の市町村は代表者の居住地です。 25 TEAM BG8 道南支部 桝田　啓仁 函館市 A型 川筋　航介 A型

26 TEAM BG8 中村　光寿 滝川市 B型 菊池　まゆみ Ａ型
　・オールドタイマーは以下の仕様のＭＴＢです。 27 Sunshine Racing Team 黒瀬　文也 札幌市 Ａ型 菊池　来斗
　　　・２０世紀に販売されたモデル 28 NSR 北野　圭二 札幌市 Ａ型 菊池　剛 ＡＢ型
　　　・２６インチ以下 29 Jay Parker 福井　友規 札幌市 Ａ型 菊池　北斗 Ａ型
　　　・最大８速（８段変速以下） 30 FDA MIYASEI 田中　直木 旭川市 Ａ型 小林  圭司 Ｏ型

31 BOBBISH TBR 荒関　徹 枝幸町 ＡＢ型 小林  渓斗 Ｏ型
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120

TEAMてやんでぇ メリダ 北広島市

北広島市

札幌市

TEAMてやんでぇ キャノンデール

R4J

しゅう＆れん 滝川市

115 しほ＆りお＆キイチロウ 滝川市

116 カワサキ＆キシュー 砂川市

109 ライジング アルペンスキーチームC 札幌市

110 ライジング アルペンスキーチームD 札幌市

107 ライジング アルペンスキーチームA 札幌市

108 ライジング アルペンスキーチームB 札幌市

105 ライドファクトリーちょっとガンバル組 札幌市

106 ライドファクトリー　まったり組 札幌市

102 子供達に負けるわけにはいかない・みなそら 長沼町

103 黒瀨兄弟民謡チーム

104 りゅう＆コウタ

砂川市

滝川市

117 かずし＆はるま＆こうすけ 滝川市

118

113 そうけん＆りうん＆かいしん＆はるま 奈井江町

114

112 みなそらの愉快な子供達 長沼町

111 みなそらやきとり 東神楽町

※レース終了後のBIBは
　「必ず洗ってから」

返却してください

101 花の爺Gーライダー３　【OLD】 栗山町


