
■ 注意事項
　・試走も含めコースを走行する場合はヘルメットとグローブを必ず装着してください
　・路上駐車する際は近隣住民の方々の出入りの邪魔にならないようにしてください
　・２つ目の木橋の左カーブでのスリップに注意！

■ 連絡事項
　・表彰はXCは各クラス１～６位まで、耐久は各クラス３位までです
　・商工会からの振舞いの鮭のちゃんちゃん焼きは１１時頃から配布予定です
　・トイレ及び流しの水は使用後必ずキチンと止めて下さい

●スポーツ １０：２０スタート ６周回 ●エリート １２：４０スタート １０周回
1 301 菊池　来斗 キクチ　ライト TEAMてやんでぇ 北広島市 1 5 黒瀬　文也 クロセ　フミヤ Sunshine Racing Team 札幌市

■ 開催場所 ： 豊頃町佐々田沼周辺 特設コース 2 4 齊藤　嘉啓 サイトウ　ヨシヒロ 岩井組 札幌市
■ 主　　　催 ： 東北海道自転車競技連盟 ●マスター５０ １０：２０スタート ６周回 3 22 野澤　蓮 ノザワ　レン TEAM　BG8 滝川市
■ 主　　　管 ： DoRide（ドゥライド）　www.doride.org 3 401 中村　義隆 ナカムラ　ヨシタカ あずきの父さん 札幌市 4 2 野澤　瑠 ノザワ　リュウ TEAM　BG8 滝川市
■ 協　　　力 ： 豊頃町商工会豊頃支部 4 402 石田　貢司 イシダ　コウジ サイクルショップ朝里 小樽市 5 14 古江　昂太 フルエ　コウタ TEAM　BG8 砂川市
■ 協賛各社 ： 鎌田輪業 / サイクルガレージPAZ /サイクルファクトリー 5 403 赤塚　典之 アカツカ　ノリユキ TEAM　BG8 滝川市 6 7 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ Team TBR 札幌市
　　　　　　　　　　札幌じてんしゃ本舗 / サイクルハウスクランカー / OldNew 6 404 川村　薫 カワムラ　カオル 岩井組 栗山町 7 3 福井　友規 フクイ　トモキ Jay Parker 札幌市
　　　　　　　　　　サイクルショップナカムラSAPPORO / サイクル小野サッポロ 7 405 絹川  英敏 キヌカワ  ヒデトシ みなそら 札幌市 8 6 長谷川　拡介 ハセガワ　コウスケ GasPanic みなそら 長沼町
　　　　　　　　　　ホワイトラインバイシクル / サムズバイク / やまめ工房 11 406 大久保　博 オオクボ　ヒロシ オーリン 帯広市 9 9 山﨑　武司 ヤマザキ　タケシ ライドファクトリープロジェクト 札幌市
　　　　　　　　　　有限会社ノザワ農場 12 407 田中　歩 タナカ　アユミ CMJ 札幌市 10 1 穴田　玖舟 アナダ　キシュウ TEAM　BG8 砂川市
■ 大会ＭＣ  ： ＪＥＴ☆ＰＲＯ 11 15 河崎　一仁 カワサキ　カズヒト TEAM　BG8 砂川市

●マスター４０ １０：２０スタート ６周回 14 16 小曽根　誠 オゾネ　マコト ライドファクトリー 札幌市
■ 大会スケジュール 2 421 二瓶　豪 ニヘイ　ツヨシ ライドファクトリー 小樽市 16 21 今野　尚輝 コンノ　ナオキ みなそら 室蘭市

  8：00    受付開始 / 試走開始 3 422 菊池　剛 キクチ　タケシ TEAMてやんでぇ 北広島市 20 20 荒関　徹 アラゼキ　トオル BOBBISH TBR 枝幸町
  9：00    受付終了 / 試走終了 4 423 宮村　祐次 ミヤムラ　ユウジ こしかた整体院 札幌市 21 17 David Barnett デーヴィッド バーネット みしょにょ Bombers 札幌市
  9：10    競技説明 6 424 山岡　雄治 ヤマオカ　ユウジ ライドファクトリー 札幌市 22 28 村上　達也 ムラカミ　タツヤ みなそら 長沼町
  9：25    幼児 （特設コース） 7 425 田中　奏桜 タナカ　カナオ トランスきのこレーシング 札幌市 22 33 塩田　一生 シオタ　イッセイ みなそらJr 長沼町
  9：40    ファーストタイマー/小学生高学年/小学生低学年 426 伊東  崇 イトウ  タカシ DOKYU  RC むかわ町 24 18 吉田　周史 ヨシダ　シュウジ みなそらやきとり 東神楽町
10：20    スポーツ/マスター/ウィメン 25 34 村上　翔馬 ムラカミ　ショウマ みなそらJr 長沼町
11：30    表彰式A ●ウィメン １０：２０スタート ４周回 27 32 上野　颯 ウエノ　ハヤテ 北斗市立上磯中学校 北斗市
・該当クラス　小学生低学年/小学生高学年/ファーストタイマー 1 501 西村　めぐみ ニシムラ　メグミ TEAM　BG8 滝川市 28 25 桝田　啓仁 マスダ　ヒロヒト TEAM　BG8 函館市
     　　　　　　ウィメン/マスター/スポーツ 2 502 吉田　真弓 ヨシダ　マユミ みなそらやきとり 東神楽町 31 北野  昌昭 キタノ  マサアキ TEAM  CYCLEPLAZA 札幌市

3 503 菊池　まゆみ キクチ　マユミ TEAMてやんでぇ 北広島市 35 長束　貴之 ナガツカ　タカユキ 札幌市
12：40    エリート/エリートウィメン/エキスパート 504 対馬　磨弥 ツシマ　マヤ TBP 帯広市 55 島野　翔汰 シマノ　ショウタ TEAM  CYCLEPLAZA 札幌市
14：30    60分耐久スタート
15：30    60分耐久レース 終了 ●エリートウィメン １２：４０スタート ７周回
16：00    表彰式B 1 101 中嶋　理央 ナカジマ　リオ TEAM　BG8 砂川市
・該当クラス　エキスパート/エリートウィメン/エリート ◆１時間耐久　ソロの部 １４：３０スタート 2 102 西村　志帆 ニシムラ　シホ TEAM　BG8 滝川市
  　　　　　　 　60分耐久(チーム)/60分耐久(ソロ) 1 加藤　正道 岩見沢市

2 石田　貢司 小樽市 ●エキスパート １２：４０スタート １０周回
3 塩田　幸司 長沼町 1 201 加藤　正道 カトウ　マサミチ 岩井組 岩見沢市
4 田中　歩 札幌市 2 202 中村　光寿 ナカムラ　ミツヒサ TEAM　BG8 滝川市
5 北野  昌昭 札幌市 3 203 片山　亮 カタヤマ　マコト みなそら 札幌市

●幼児 ９：２５スタート 特設コース 6 荒関　徹 枝幸町 5 204 福本　純一 フクモト　ジュンイチ ライドファクトリー 札幌市
901 上野　颯馬 ウエノ　ソウマ 北海道教育大学附属函館幼稚園 北斗市 7 吉田　周史 東神楽町 6 205 森　大輔 モリ　ダイスケ Ｔｅａｍ　ＢＩＧ　ＯＲＩＯＮ 札幌市
902 吉田　椋泉 ヨシダ　リョウセン みなそらやきとり 東神楽町 8 熊野　敦 芽室町 7 206 吉川　達也 ヨシカワ　タツヤ team Go Ahead 小樽市

9 長谷川　拡介 長沼町 8 207 江畑　宏 エバタ　ヒロシ Team-O-Zappa 札幌市
●ﾌｧｰｽﾄﾀｲﾏｰ ９：４０スタート 　　　　　　　ショートコース４周回 10 伊東  崇 むかわ町 9 208 吉川　友二 ヨシカワ　ユウジ ありがとう牧場 足寄町
601 対馬　わかの ツシマ　ワカノ TBP 帯広市 11 福井　友規 札幌市 10 209 高橋　健二 タカハシ　ケンジ Ｔｅａｍ　ＢＩＧ　ＯＲＩＯＮ 札幌市
602 鈴木　まこと スズキ　マコト 阿寒選抜 釧路市 12 黒瀬　文也 札幌市 11 210 石田　博 イシダ　ヒロシ ＨＤＫ 札幌市
603 熊野　敦 クマノ　アツシ ZWIFT TOKACHI 芽室町 13 島野　翔汰 札幌市 12 211 東條　一郎 トウジョ　イチロウ Team TBR 石狩市
604 松岡　篤寛 マツオカ　アツヒロ 阿寒選抜 釧路市 16 212 菊池　北斗 キクチ　ホクト TEAMてやんでぇ 北広島市

◆１時間耐久　チームの部 １４：３０スタート
●小学生高学年 ９：４０スタート 　　　　　　　ショートコース４周回 竹田　孝夫
701 吉川　光里 ヨシカワ　ヒカリ ありがとう牧場 足寄町 桑原　美樹
702 工藤　遙真 クドウ　ハルマ TEAM BG8 滝川市 吉川　友二
703 川筋　航介 カワスジ　コウスケ TEAM BG8 砂川市 吉川　光里

松岡　篤寛
●小学生低学年 ９：４０スタート 　　　　　　　ショートコース２周回 鈴木　まこと
801 芹川　吏憂 セリカワ　リウン TEAM BG8 岩見沢市 対馬　わかの
802 神　悠真 ジン　ハルマ TEAM BG8 滝川市 対馬　磨弥

村上　翔馬
塩田　一生

BOBBISH TBR

龍神様頼み
サイクルショップ朝里
みなそらNa
CMJ
TEAM  CYCLEPLAZA

TEAM  CYCLEPLAZA

みなそらやきとり
ZWIFT TOKACHI
GasPanic みなそら
DOKYU  RC
Jay Parker
Sunshine Racing Team

101 みきたけ 幕別町

102 ありがとう牧場 足寄町

105 長中自転車競技部 長沼町

　★BIB（ナンバープレート）は洗って泥を落としてから返却してください★

103 阿寒選抜 釧路市

104 TBPレディース 帯広市


