
●ﾌｧｰｽﾄﾀｲﾏｰ ９：３５スタート 　　　　　　　ショートコース３周回 ●エリート １２：４０スタート ８周回
601 白見　ゆかり シロミ　ユカリ ぽたころ 札幌市 2 野澤　瑠 ノザワ　リュウ TEAM BG8 滝川市
602 岩城　想生 イワキ　ソウセイ 北海道栄 苫小牧市 5 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ 手稲山あずき倶楽部 札幌市
603 覚元　一生 カクモト　イッセイ TEAM BG8 奈井江町 6 古江　昂太 フルエ　コウタ TEAM BG8 砂川市

7 福井　友規 フクイ　トモキ 手稲山あずき倶楽部 札幌市
●小学生高学年 ９：３５スタート 　　　　　　　ショートコース３周回 10 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
701 北　颯健 キタ　ソウケン TEAM BG8 奈井江町 12 尾崎　義規 オザキ　ヨシノリ あずきNSR 札幌市
702 浦瀧　桜雅 ウラタキ　オウガ TEAM BG8 滝川市 13 田中　直木 タナカ　ナオキ FDA MIYASEI 旭川市

■ 開催場所 ： 豊頃町佐々田沼周辺 特設コース 703 芹川　吏憂 セリカワ　リウン TEAM BG8 岩見沢市 14 小曽根　誠 オゾネ　マコト ライドファクトリープロジェクト 札幌市
■ 主　　　催 ： ウィール十勝 704 萬　祐輝 ヨロズ　ユウキ TEAM BG8 奈井江町 15 今野　尚輝 コンノ　ナオキ みなそら 室蘭市
■ 主　　　管 ： DoRide（ドゥライド）　www.doride.org 705 神　悠真 ジン　ハルマ TEAM BG8 滝川市 16 荒関　徹 アラゼキ　トオル N44° or BOB 枝幸町
■ 協　　　力 ： 豊頃町商工会豊頃支部 25 吉川　友二 ヨシカワ　ユウジ ありがとう牧場 足寄町
■ 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 / OldNew ●小学生低学年 ９：３５スタート 　　　　　　　ショートコース２周回 26 片山　亮 カタヤマ　マコト みなそら 札幌市
　　　　　　　　　　札幌じてんしゃ本舗 / サイクルハウスクランカー / サムズバイク 801 北　日維心 キタ　カイシン TEAM BG8 奈井江町 27 加藤　正道 カトウ　マサミチ 岩井組 岩見沢市
　　　　　　　　　　ノースバイシクル北海道 / サイクル小野サッポロ / やまめ工房 802 今野　直記 コンノ　ナオキ TEAM BG8 奈井江町 28 中村　光寿 ナカムラ　ミツヒサ TEAM BG8 滝川市
　　　　　　　　　　ホワイトラインバイシクル / 有限会社ノザワ農場 803 深澤　にこ フカザワ　ニコ TEAM BG8 美唄市 29 中村　圭太 ナカムラ　ケイタ Cycle Garage PAZ 釧路市
■ 大会ＭＣ  ： 長谷川拡介 （みなそら / ファインエイジング） 804 矢満田　翔太 ヤマンダ　ショウタ TEAM BG8 奈井江町

805 浦瀧　桃杏 ウラタキ　モモア TEAM BG8 滝川市 ●エリートウィメン １２：４０スタート ５周回
■ 大会スケジュール 806 山瀬　将矢 ヤマセ　マサヤ TEAM BG8 奈井江町 102 森末　愛美 モリスエ　マナミ TEAM BG8 旭川市

  8：00    受付開始 / 試走開始 103 浜下　玲音 ハマシタ　レノ TEAM BG8 札幌市
  9：00    受付終了 / 試走終了 ●スポーツ １０：２０スタート ４周回
  9：10    競技説明 301 蛇谷　侑佑 ジャタニ　ユウスケ 北海道科学大学　自転車部 札幌市 ●エキスパート １２：４０スタート ８周回
  9：20    幼児 （特設コース） 302 加賀　真一 カガ　シンイチ TEAM BG8 留萌市 201 田中　歩 タナカ　アユミ CMJ×PJM 札幌市
  9：35    ファーストタイマー/小学生高学年/小学生低学年 303 野見山　悠太 ノミヤマ　ユウタ TEAM BG8 三笠市 202 David Barnett デーヴィッド　バーネット みしょにょBombers 札幌市
10：20    スポーツ/マスター/ウィメン 203 北野　昌昭 キタノ　マサアキ TEAM CYCLEPRAZA 札幌市

●マスター５０ １０：２０スタート ４周回 204 吉田  周史 ヨシダ  シュウジ みなそらやきとり 鷹栖町
11：15　　★豊頃町商工会豊頃支部による餅まき 401 坂井　輝雄 サカイ　テルオ タートルライダーズ札幌 北広島市 205 石田　博 イシダ　ヒロシ HDK 札幌市
11：30    表彰式A 402 川村　薫 カワムラ　カオル 岩井組 栗山町 206 江畑　宏 エバタ　ヒロシ イーズフォトレーシング 札幌市
・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 403 石田　貢司 イシダ　コウジ 小樽市 207 東條　一郎 トウジョウ　イチロウ チームＴＢＲ 石狩市
     　　　　　　ウィメン/マスター/スポーツ 404 絹川　英敏 キヌカワ  ヒデトシ みなそら 札幌市 208 佐々木　隆二 ササキ　リュウジ ライドファクトリー 札幌市

405 佐藤　和彦 サトウ　カズヒコ チーム輪駄withステップアイ 札幌市 209 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
12：40    エリート/エリートウィメン/エキスパート 406 貝澤   喜広 カイザワ   ヨシヒロ イーズフォトレーシング 札幌市 210 二瓶　豪 ニヘイ　ツヨシ ライドファクトリー 小樽市
14：30    60分耐久スタート 211 桝田　啓仁 マスダ　ヒロヒト TEAM BG8 函館市
15：30    60分耐久レース 終了 ●マスター４０ １０：２０スタート ４周回 212 前田　圭介 マエダ　ケイスケ セレクシオンHKD 札幌市

421 江川　潔 エガワ　キヨシ MRC 札幌市 213 工藤　遙真 クドウ　ハルマ TEAM BG8 滝川市
16：00    表彰式B 422 西岡　健吾 ニシオカ　ケンゴ 西岡整形外科 稚内市
・該当クラス　エキスパート/エリートウィメン/エリート 423 宮村　祐次 ミヤムラ　ユウジ こしかた整体院 札幌市 ●E－バイク １２：４０スタート ５周回
  　　　　　　 　60分耐久(チーム)/60分耐久(ソロ) 311 延澤　一紀 ノベサワ　カズノリ Cycle Garage PAZ 釧路市

●ウィメン １０：２０スタート ３周回
■ 注意事項 501 対馬　磨弥 ツシマ　マヤ TBP 清水町
　・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 502 西村　めぐみ ニシムラ　メグミ TEAM BG8 滝川市
　・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 503 渡部　あずさ ワタナベ　アズサ あずまや 室蘭市
　・２つ目の木橋の左カーブでのスリップに注意！ 504 吉田　真弓 ヨシダ　マユミ みなそらやきとり 鷹栖町

505 富田　めぐみ トミタ　メグミ 札幌自転車本舗 札幌市
■ 連絡事項 ◆１時間耐久　チームの部 １４：３０スタート
　・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 竹田　孝夫
　・商工会からの振舞いの鮭のちゃんちゃん焼きは１０時頃から配布予定です ◆１時間耐久　ソロの部 １４：３０スタート 桑原　美樹
　・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 1 ぽたころ 白見　ゆかり 札幌市 吉川　友二

2 ライドファクトリー 中野　扶早子 札幌市 吉川　光里
3 札幌自転車本舗 富田　めぐみ 札幌市 尾崎　義規

●幼児 ９：２０スタート 特設コース 11 岩井組 加藤　正道 岩見沢市 片山　亮
901 吉田　椋泉 ヨシダ　リョウセン みなそらやきとり 鷹栖町 12 CMJ×PJM 田中　歩 札幌市 対馬　磨弥
902 山瀬　喜生 ヤマセ　ヨシキ TEAM BG8 奈井江町 13 TEAM CYCLEPRAZA 北野　昌昭 札幌市 渡部　あずさ
903 西岡　友里 ニシオカ　ユリ 西岡整形外科 稚内市 14 みなそらやきとり 吉田  周史 鷹栖町 浅香　雄一郎
904 渡部　京汰朗 ワタナベ　ケイタロウ あずまや 室蘭市 15 MRC 江川　潔 札幌市 福田　博之
905 山瀬　泰士 ヤマセ　ヤスト TEAM BG8 奈井江町 16 TBP 相楽　秀明 本別町 伊東　崇

17 北海道科学大学　自転車部 蛇谷　侑佑 札幌市 福井　友規
18 Cycle Garage PAZ 中村　圭太 釧路市 信田　淳一

102 ありがとう牧場 足寄町

 ★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★
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103 手稲山あずき倶楽部うさぎ組 札幌市

104 あずまや 清水町

101 みきたけ 幕別町
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TCC（スイスの方）

手稲山あずき倶楽部

千歳市

札幌市


