
●チームの部
102 札幌じてんしゃ本舗～ズ 堤　克之 菅原　勇人 相見　ロビン 平口　泰輔 前田　裕夢 札幌市
103 あず＆まや 対馬　磨弥 渡部　あずさ 清水町
104 ライジング　δ（デルタ） 岡田　花梨 中西　望緒 札幌市
105 ライジング　η（イータ） 釜井　美和 西山　愛倖 下　沙希 札幌市
106 ライジング　λ（ラムダ） 寺嶋　乃愛 玉川　朝彩 押切　七瀬 札幌市
107 ライジング　μ（ミュー） 西山　美優 中西　理緒 札幌市
108 ライジング　ν（ニュー） 斉藤　志保 斉藤　咲空 札幌市
109 れの&しほ 西村　志帆 浜下　玲音 滝川市
110 限界女子大生 小坂  美央 伊井  渚 室蘭市

■会　場 ： 長沼町　ハイジ牧場　heidi-farm.com 111 BG8 with J 中村　光寿 陳内　伸明 滝川市
112 Ishii Ski Academy 須川　尚樹 斉藤　人之 山野井　全 札幌市

■主　催 ： DoRide（ドゥライド） www.doride.org 113 JayParker 小川　大輔 小川　楓牙 神坂　凌世 札幌市
■提　供 ： 札幌じてんしゃ本舗　 www.jitensyahonpo.com 114 Light Green 高橋　康 高橋　駿斗 芽室町

115 ＭＴＢ御無沙汰トリオ 山下　柊 榎木　諒雅 田中　皓大 滝川市
■協　賛 ： エス･エム･ジェイ / ジオライドジャパン / ウベックススポーツジャパン / エイアンドエフ / マルイ / ミズタニ自転車 116 TCCスイスの方とはどっちの方だ！？（すべては心の中に） 浅香　雄一郎 福田　博之 藤本　誠 増田　雄仁 千歳市
　　　　　　 　TAK21 / ライトウェイプロダクツジャパン / RCTジャパン / 北海道ワコーズ / トレック･ジャパン 117 TEAM 14 & N.S 川田　幹也 平野　慶助 守　環多 本別町
　　　　　　   スペシャライズド･ジャパン / ファインエイジング / はらサイクルセンター / IRC TIRE / オーアンドエム 119 TEAM BG8 エゾシカ組 浦瀧　桜雅 神　悠真 山瀬　将矢 滝川市
　　　　　　　 マヴィックジャパン / ウィンクレル / MSPRODUCTS / スコットジャパン / 札幌民間救急サービス 120 TEAM BG8 子ぐま組 北　颯健 北　日維心 芹川　史憂 今野　直記 奈井江町
　　　　　　   ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ / Bar g-TIME / ニセコNINE  （順不同・敬称略） 121 TEAM BG8 隊長グループ＆札幌大学 穴田　玖舟 村田　太一 野澤　瑠 古江　昂太 砂川市

122 ＴＥＡＭ　ＤＮＨＫ 千田　卓也 野田　渉太 居駒　薫樹 菊池　暁貴 千歳市
■大会MC ： 長谷川拡介（みなそら・ファインエイジング） 123 TEAM RAZER 村上　達也 村上　翔馬 塩田　一生 長沼町

●ソロの部 124 Team TEINE ジデコクオリティ 三浦　拓也 永井　泰圭 室蘭市
1 TEAM BG8 西村　めぐみ 滝川市 125 Team ZYDECO 手稲クオリティ 永井　泰圭 三浦　拓也 室蘭市

◆注意事項 2 TEAMてやんでぇ のんびり走ります 菊池　まゆみ 北広島市 126 TEAMPNGN 城山　聖子 城山　剛一 佐々木　杉夫 札幌市
・コースに入る際は必ずグローブとヘルメットを装着してください 3 ゆうこりん 山元　裕子 札幌市 127 TEAMてやんでぇ そろそろ限界 菊池　剛 菊池　北斗 北広島市
・ライダーの交代時は「必ず２名とも停止した状態」で 21 BIG ORION　ご隠居 高松　敦志 札幌市 128 エゾリス組 浦瀧　桃杏 浦瀧　正朋 滝川市
　タスキを渡してください 22 BOBBISH TBR 荒関　徹 枝幸町 129 カーネンドムロコーズ 小原　健 西田　晃平 片寄　陸 杉山　友仁 登別市
・追い越し時には声かけをお願いします　 23 FDA　MIYASEI 田中　直木 旭川市 130 きらりとらいと 佐藤　希夢 伊藤　貴史 新谷　豊 佐藤　希星 佐藤　煌空 美唄市
・「邪魔だ」「どけろ」等の暴言は理由を問わず減周の対象とします 24 HDK 石田　博 札幌市 131 こんのっぱい( ﾟ∀ﾟ)o彡ﾟとおぞねっち 小曽根　誠 今野　尚輝 札幌市
・補給、食事、休憩、トイレ等は適宜自由にして結構です 25 SOUTH PACK / NFD 堂田　恭平 七飯町 132 サイクルショップ朝里 石田　貢司 谷本　貢 谷本　廉司 小樽市

26 TEAM BG8 西村　正人 滝川市 133 サイクルショップ朝里@テント借りたw 吉川　達也 櫻庭　真人 小樽市
27 TEAM BG8 桝田　啓仁 函館市 134 セレクシオンHKD ブラックハーテッドガイ 榎本　一輝 齋藤  正泰 鳥居  康幸 札幌市

◆連絡事項 28 TEAM BG8 赤塚　典之 滝川市 135 セレクシオンHKDホワイトパウダーラブ 福田　武志 安川　嘉仁 内山　剛 札幌市
・洗車機は４台設置してあります。　レース中も使用出来ます 29 team panda 臼井　伸之 札幌市 136 ダチョウスピード 関　瑠生 成田　功 小倉　功太朗 山中　健士朗 札幌市
・トレイン・クララではラーメン・そば・うどん・カレーライス等販売中 30 Team　Saitou 齊藤　健志 江別市 137 チーム Horiholy 堀澤　大河 市川　諒 清野　利空 室蘭市
　※テイクアウト容器有るのでピットに持ち帰って食べられます 31 Ｔｅａｍ　江別・美唄連合 酒巻　卓司 江別市 138 チーム　カガリオ 中嶋　理央 加賀　真一 工藤　遙真 砂川市

32 TEAM-O-ZAPPA 江畑　宏 札幌市 139 チーム輪駄 河野　喬政 友光　寛之 佐藤　和彦 札幌市
・各カテゴリーの表彰は以下の通り 33 アーティファクトレーシングチーム 奥山　太郎 札幌市 140 パンダ・レガーレ・SCC 庄司　昌史 平佐　英則 一木　浩一郎 佐々木　敬仁 寺下　英克 札幌市
　オールドタイマー（ソロ・チーム） ３位まで 34 チームTBR 東條　一郎 石狩市 141 ふさこと愉快な下僕たち 山岡　雄治 中野　扶早子 二瓶　豪 札幌市
　ソロの部（男子） ６位まで　 　 ソロの部（女子）３位まで 35 どりで育ちのYURIFit 小橋　勇利 札幌市 142 ヘビちゃんズ 蛇谷　侑佑 中村　康太 尾中　樹　　 札幌市
　チームの部（男子） ６位まで 　チームの部（女子）３位まで 37 ライドファクトリープロジェクト 山﨑　武司 札幌市 143 ライジング　α（アルファ） 太田　岳 平井　翔太 札幌市

38 九〇四自転車部 佐々木　卓也 札幌市 144 ライジング　β（ベータ） 小山　大喜 寺嶋　莉輝 札幌市
39 恵庭レーシング 久保田　勝彦 札幌市 145 ライジング　γ（ガンマ） 菊池　奏汰 伯谷　悠樹 札幌市

●今大会リザルトは密になるので掲示しません 40 手稲山あずき倶楽部 信田　淳一 札幌市 146 ライジング　ε（イプシロン） 太田　渓 冨樫　雅久人 札幌市
「DoRideリザルト」に随時アップします 41 北大ペディアトリクス 江川　潔 札幌市 147 ライジング　ζ（ゼータ） 斉藤　里柊 斎藤　友哉 札幌市
※手集計なので平均２０分程度遅れます 42 長束　貴之 札幌市 148 ライジング　θ（シータ） 安孫子　晴真 佐藤　勝乃心 札幌市

149 ライジング　ι（イオタ） 伯谷　慶太 下　尚希 札幌市
　http://blog.livedoor.jp/doride-result/ ●オールドタイマー・ソロの部 150 ライジング　κ（カッパ） 近藤　駈 釜井　嶺 札幌市
　DoRideリザルトで検索してください 11 hyper active 寺田　洋平 札幌市 151 ライデンズ 小原　克巳 直塚　功 小原　徹巳 札幌市

12 息切れじじぃ 加藤　正道 岩見沢市 152 ライト&カズシ 西村　一志 菊池　来斗 滝川市
リザルト更新時にツイッターアカウント 153 わんぱく&ぜんまいペダル 渡辺　一気 渡辺　真吾 渡辺　裕美 札幌市
「@DoRide_MTB」で告知します ●オールドタイマー・チームの部 154 音ノ木坂学院アイドル研究部 矢澤　にこ 西木野　真姫 絢瀬　絵里 星空　凛 共和町

川村　薫 155 恵庭レーシングAYT 松本  武蔵 田中  伸治 横内  綾斗 札幌市
中村　義隆 156 恵庭レーシングチーム２ 豊蔵　悟 水木　麻実 近藤　敬太 北原　英統 岩見沢市

■スケジュール　　  7：30　受付開始 / 試走開始 楢崎　博 157 室蘭乃風 三島　卓也 中曽　陽斗 服部　峻大 札幌市
 8：30　受付終了 / 試走終了 158 手稲山あずき倶楽部 片山　亮 尾崎　義規 福井　友規 札幌市
 8：40　開会式　 /  競技説明 159 水元乃風 松永　泰治 小島　聖奈 小林　誠 後藤　佳月 室蘭市
             ラジオ体操 160 西岡整形外科 西岡　健吾 西岡　郷太 西岡　一路 稚内市
 9：00　 招集 161 息子9割、父1割 泉　隆 泉　遥樹 札幌市
 9：10　 スタート 162 大雪 成田　和音 達　鳴 石橋　英将 室蘭市
13：10　ゴール 163 日高サイクリング協会 花谷　修子 加藤　千栄子 森　律子 竹内　克代 谷岡　将利 浦河町
14：00　表彰式 164 ライジング　Ω（オメガ） 玉川　祐介 直江　優作 札幌市

165 Anneau ONO racing 三本菅　淳一 宇田　清隆 大鎌　茂子 札幌市

101 還暦、古稀チーム 栗山町

BIB（ナンバープレート）は
軽く洗って、チーム全員分をまとめて

返却して下さい！


