
■会　場 ： 長沼町　ハイジ牧場　heidi-farm.com
■スケジュール　　  7：30　受付開始 / 試走開始

■主　催 ： DoRide（ドゥライド） www.doride.org  8：30　受付終了 / 試走終了
■提　供 ： 札幌じてんしゃ本舗　 www.jitensyahonpo.com  8：40　開会式　 /  競技説明

             ラジオ体操
■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  9：00　 招集 
　　　　　　 　TAK21 / ジャイアント / 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  9：10　 スタート
　　　　　　   スペシャライズド･ジャパン / 株式会社フカヤ / 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 13：10　ゴール
　　　　　　　 スコットジャパン / カワシマサイクルサプライ / ミズタニ自転車 / サイクルスポーツ / 札幌民間救急サービス （全て予定・順不同敬称略） 14：00　表彰式

●ソロの部 ●チームの部
■大会MC ： 長谷川拡介（みなそら・ファインエイジング） 1 OfiiceRURI自転車部 関　信子 札幌市 105 札幌じてんしゃ本舗～ズ 堤　克之 菅原　勇人 富田　めぐみ 浜下　玲音 札幌市

2 TEAM BG8 西村　めぐみ 滝川市 101 あずwまや 対馬　磨弥 渡部　あずさ 伊藤　麻耶 清水町
3 TEAMてやんでぇ 女一人旅 菊池　まゆみ 北広島市 102 日高C.A.マドンナ 花谷　修子 竹内　克代 加藤　千栄子 白見　ゆかり 浦河町

◆注意事項 4 みなそらやきとり 吉田　真弓 鷹栖町 111 Gravel Grinder 内田　健太郎 木村　亮輔 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 5 ゆうこりん 山元　裕子 札幌市 112 Naoki ski team 常盤　輝 柳原　健人 中込　啓太 鈴木　良育 札幌市
・ライダーの交代時は「必ず２名とも停止した状態」で 11 FDA MIYASEI 田中　直木 旭川市 113 Rolling Hills Cyclist 北浦　宏之 加納　佳一 中島　裕次 美瑛町
　タスキを渡してください 12 HDK 石田　博 札幌市 114 TCCスイスの方から来ました 浅香　雄一郎 三浦　謙太郎 福田　博之 岩城　想生 千歳市
・追い越し時には声かけをお願いします　 13 N44° 荒関　徹 枝幸町 115 TEAM BG8 A 野見山　悠太 加賀　真一 覚元　一生 鈴木　友也 三笠市
・「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 14 TCC 増田　雄仁 苫小牧市 116 TEAM BG8 B 北　颯健 浦瀧　桜雅 北　日維心 奈井江町
・補給、食事、休憩、トイレ等は適宜自由にして結構です 15 TEAM BG8 西村　正人 滝川市 117 TEAM BG8 C 山瀬　将矢 神　悠真 今野　直記 奈井江町

16 TEAM BG8 中村　光寿 滝川市 118 TEAM BG8 D 浦瀧　桃杏 萬　祐輝 矢満田　翔太 滝川市
17 TEAM BG8 陳内　伸明 砂川市 119 TEAM BG8 一軍 野澤　瑠 古江　昂太 工藤　遙真 滝川市

◆連絡事項 18 TEAM BG8 道南支部 桝田　啓仁 函館市 120 TEAM PNGN 城山　聖子 城山　剛一 佐々木　杉夫 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 19 アレグロ 工藤　諭志 札幌市 121 TEAM14 平野　慶助 川田　幹也 佐藤　まどか 斉藤　里柊 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 20 チームＴＢＲ 東條　一郎 石狩市 122 Team14 & Naoki Ski Team 須川　尚樹 斉藤　人之 山野井　全 守　環多 札幌市
　※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 21 みしょにょBombers David Barnett 札幌市 123 TEAMてやんでぇ Men's 菊池　剛 菊池　北斗 菊池　来斗 北広島市

22 みなそら 石井　光平 江別市 124 ありがとう牧場 吉川　友二 吉川　光里 足寄町
・各カテゴリーの表彰は以下の通り 23 ライドファクトリー炭治郎 山﨑　武司 札幌市 125 こんのっぱい( ﾟ∀ﾟ)o彡ﾟとおぞねっちとしゅーちゃん 小曽根　誠 今野　尚輝 吉田　周史 札幌市
　オールドタイマー（ソロ・チーム） ３位まで 24 九〇四自転車競技部 佐々木　卓也 札幌市 126 サイクルショップ朝里 石田　貢司 谷本　康司 小樽市
　ソロの部（男子） ６位まで　 　 ソロの部（女子）３位まで 25 恵庭レーシング 久保田　勝彦 札幌市 127 チーム北星＆札工 村上　翔馬 塩田　一生 長沼町
　チームの部（男子） ６位まで 　チームの部（女子）３位まで 26 手稲山あずき倶楽部 信田　淳一 札幌市 128 トレセン学園 ダイワスカーレット サイレンススズカ メジロマックイーン 共和町

27 伊東　崇 むかわ町 129 ふさことみのりと愉快な下僕たち（チームしのぶ） 山岡　雄治 中野　扶早子 堀　嘉尚 札幌市
28 TEAM CYCLEPLAZA 北野　昌昭 札幌市 130 ふさことみのりと愉快な下僕たち（チーム伊黒） 二瓶　豪 伊藤　美乃里 小樽市

●今大会リザルトは密になるので掲示しません 131 マキノバイブス高男説 平口　泰輔 相野　晴 牧野　郁人 木村　裕己 札幌市
「DoRideリザルト」に随時アップします ●オールドタイマー・ソロの部 132 利尻ぐりーんひる 平沢　芳史 平沢　直弥 平沢　弦 利尻富士町

※手集計なので平均２０分程度遅れます 51 hyper active 寺田　洋平 札幌市 133 恵庭レーシングチームA 田中　信治 飯田　俊二 近藤　敬太 千歳市
52 Ｐｉｋｉｎｉｎｉ 飛鳥馬　隆二 鷹栖町 134 恵庭レーシングチームB 豊蔵　悟 鷲見　孝浩 水木　麻実 岩見沢市

　http://blog.livedoor.jp/doride-result/ 53 ソロでソローリ 加藤　正道 岩見沢市 135 唐揚げフレンズ 宮村　祐次 渡邉　恭 岩瀬　大和 若井　凌 海馬澤　智則 札幌市
　DoRideリザルトで検索してください 54 自転車倶楽部忠類 竹田　孝夫 幕別町 136 道南のマッドマックス 古谷　安詞 谷岡　将利 新ひだか町

137 美唄林輪ＸＣ 酒巻　卓司 対馬　俊之 南野　一博 阿部　友幸 江別市
リザルト更新時にツイッターアカウント ●オールドタイマー・チームの部 138 美瑛スノーサイクルフェスティバル実行委員会 太田　雅己 中里　良平 前田　裕人 美瑛町
「@DoRide_MTB」で告知します 川村　薫 139 北海道科学大学　自転車部 蛇谷　侑佑 永沼　倫太郎 札幌市

中村　義隆
楢崎　博

151 G爺トリオ２０９才 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！


