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・９月11日（金） タイムトライアル　旭川市（石狩川左岸河川敷特設コース）　1.1㎞  ……15

・９月12日（土） ロードレース　ａ　富良野市（朝日ヶ丘総合都市公園）～岩見沢市（いわみざわ公園）　77㎞  … 25
 　　　　　　　ｂ　芦別市（三段滝公園）～岩見沢市（いわみざわ公園）　50㎞

・９月13日（日） クリテリウム　札幌市（モエレ沼公園）　36㎞（2.75㎞×13周）  … 41
 22㎞(2.75㎞×８周）
 14㎞(2.75㎞×５周）
 5.5㎞(2.75㎞×２周）
 2.75㎞
 1.5㎞
 100ｍ
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レース種目／コース図

Ａ 平成21年９月11日（金）
旭川市　石狩川河川敷
個人タイムトライアル1.1km ＨＣＦポイント50
受付検車時刻�10：00～12：00
スタート時刻�12：30（予定）
参加料小学生無料、中・高校生2.000円、一般3,500円

平成21年９月12日（土）
ロードレース　ａ77km・ｂ50km ＨＣＦポイント130
ａ：富良野市（朝日ヶ丘総合都市公園）～
　　　岩見沢市（いわみざわ公園）
　　個人ロードレース　77km
ｂ：芦別市（三段滝公園）～
　　　岩見沢市（いわみざわ公園）
　　個人ロードレース　50km
集 合 場 所�各スタート地点
受 付 時 刻　ａ　12日　６：30～ ８：30
受 付 時 刻　ｂ　12日　７：00～ ９：00
スタート時刻�ａ：10：00　ｂ：11：00（予定）
参加料中・高校生7,000円、一般8,500円

平成21年９月13日（日）
札幌市（モエレ沼公園）　 
クリテリウム ＨＣＦポイント90
36km（2.75km×13周）・22km（2.75km×８周）・14km（2.75km×５周）
　小学１･２年生1.5km １周　３･４年生2.75km１周
　　　５･６年生2.75km２周　幼児　100ｍ
受付検車時刻�ＡＭ　10：00～11：00
スタート時刻�ＡＭ　12：00（予定）
参加料小・中学生2,000円、高校生4,000円、一般5,500円

上記大会３日間全ての競技に参加する場合。

中・高校生10,000円・一般の方　15,000円

Ｂ

Ｃ
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■競技規則

１．参加当日は、必ず「参加確認証」と「健康保険証」（コピー可）を持参してください。
２．競技に使用するゼッケン、ナンバーシールは、当日受付にて「参加確認証」の提示に
より交付します。尚、参加確認証に記載された受付、検車時間に遅れた場合は、競技に
参加できませんのでご注意ください。
３．競技者は､必ず日本自転車競技連盟公認のヘルメット（ＪＣＦステッカー貼付された
もの）を着用ください。
４．９月11日タイムトライアルを除く競技で、標準車両《最小12本のスポークを持ち、その
断面が10mmを超えない等》以外を使用する場合は、使用を承認するＵＣＩホームページ
のコピー又はこれを証明する書類を提示下さい。それ以外の使用は一切認めません。
５．自転車は、2009年日本自転車競技連盟規則に適合するロードレーサー。但し2009年中
に17歳18歳になる男女及び高校在学中の男女はギヤ比を行います。（7.93以下）
６．検車の際、機材その他、審判が危険と判断した場合は、走行を中止させます。
７．整備上の検車は行いません。競技規則による企画、付属品の有無についてのみ行いま
す。自転車の整備点検については、事前に自己の責任において十分に行ってください。
８．クリテリウム及びロードレースの集団スタートの競技では、「スピナッチ」等のエ
クステンションバーの使用は出来ません。
９．ヘルメットの未着用、競技に適さない服装、体調の悪い者(医師の判断)、役員の指示
に従わない者、その他出場資格が無いものと判断された時は、出走を認めません。
10．代理出走、その他不正が認められた場合は失格とし、以後の大会にも参加できませ
ん。後日発覚した場合も同様です。
11．競技は雨天決行です。但し場合によりレースを短縮、又は中止することがあります。
　　雨合羽の着用は、ゼッケン番号が見える透明なものとします。
12．競技は、一般公道を使用して行うため、スタート、フィニッシュ地点を除き、使用出
来るのは左側車線のみです。従って中央線を越えた場合は失格とします。違反者は失
格又は走行を中止させる場合があります。
13．競技中は、第三者から飲食物の供給及び援助は認めません。
14．停止しての応急修理は、左側路外で行って下さい。
15．追い越しは、声を掛け必ず右側から行って下さい。無理な追い越し、急な進路変更、
急な減速、ふらつき等は接触事故や、落車の原因になりますので行わないで下さい。
16．ロードレース、クリテリウムとも安全第一を考えた走行を心がけ、接触事故、落車等
の事故防止のため、初心者、未経験者はコンパクトな集団に入らないようにして下さ
い。集団落車、路外飛び出しの危険性があります。集団での急なコーナーリングにも十
分注意して下さい。
17．競技途中でレースを中断した方は、直ちに審判員又は大会本部へ電話等で報告してく
ださい。報告の無い方はペナルティーの対象とします。
　電話番号は（080－2861－0747）。
18．今年も全競技がパワータグにより自動計測されます。
　　パワータグは、原則として左右前ホーク前端部分に取り付けます。ゴール時これが無
い場合は計測されず記録が出ません。
　　ゴール後必ず所定の場所で取り外し返納してください。返納されないときは、実費

第23回　ツール・ド・北海道　市民レース参加規則

（2009日本自転車競技連盟規則による）
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（10,000円）を請求いたします。
19．競技中の事故による負傷については、救護班で応急処置はしますが、その後の処置は
参加本人の責任とします。
20．今年のスタートは、富良野市旭ヶ丘都市公園と芦別市三段滝公園に分かれてスタート
します。
　　受付は全て各スタート地点で行います。
21．クリテリウムでの周回遅れは、失格となります。
22．個人ロードレースは、一定時間以上の遅れは失格とします。

■参加資格及び参加募集人数
１．個人タイムトライアル
Ａ．中学生以上の男女で健康で競技に耐えうる十分な体力を有している者
Ｂ．参加募集定員は300名とします。
２．個人ロードレース
Ａ．77kmコース　高校生以上の男女で35kmを１時間以内で走行できる体力を有している者
Ｂ．50kmコース　中学生以上の男女で30kmを１時間以内で走行できる体力を有している者
Ｃ．参加募集定員は500名とします。
３．クリテリウム　モエレ沼公園
Ａ．高校生以上の男子・女子で30kmを１時間以内で走行できる体力を有している者
Ｂ．小学生（特設コース）
Ｃ．参加募集定員は300名とします。

■クラス分け
　スピード・経験・能力に差のある方々が混在して走行する事による危険性を避ける為、北
海道自転車競技連盟で行っているランク別によるクラス分けを実施します。
　北海道自転車競技連盟会員については、６月30日現在のランク別によりクラス分けを行い
ます。
　北海道自転車競技連盟未加入の方は、下記に記載するランク分けの要旨に従って自己申告
してください。
　☆北海道車連ランク分けの要旨
　2009年１月１日現在の、55歳以上をＭクラスとします。
　但し、中学生男子 Ｃ－１、高校生男子 Ｊ－１とし、中学生以上の女子は、Ｌ－１とします。
　さらにＳクラスを能力の高いほうから、エリート．Ｓ－２．３．４．５の５クラスに分
け、競技を行っており、その間各大会において各クラスの優勝者はその都度昇格し、又競技
委員会により年間の獲得ポイントを参考に昇格・降格の作業を行っております。

　参加競技　Ａ・Ｂ・Ｃの競技については、下記クラスとなります。
　Ａ－Ｔ・Ｔ　Ｂロード　Ｃクリテ　Ｄ小学クリテ
　　　ツール・ド・北海道クラス分け　　　道車連クラス分け

Ａ－１・・Ｂａ－１・・Ｃ－１・・・ＪＣＦ登録選手（男女） ……… エリート
Ａ－２・・Ｂａ－２・・Ｃ－２・・・上級者 ………………………… Ｓ－２
Ａ－３・・Ｂａ－３・・Ｃ－３・・・高校生 ………………………… Ｊ－１
Ａ－４・・Ｂｂ－４・・Ｃ－４・・・中級者 ………………………… Ｓ－３
Ａ―５・・Ｂｂ－５・・Ｃ－５・・・初級者…40歳未満 …………… Ｓ－４
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Ａ－６・・Ｂｂ－６・・Ｃ－６・・・初級者…55歳未満 …………… Ｓ－５
Ａ－７・・Ｂｂ－７・・Ｃ－７・・・初級者…55歳以上 …………… Ｍ
Ａ－８・・Ｂｂ－８・・Ｃ－８・・・中学生男子 …………………… Ｃ－１
Ａ－９・・Ｂｂ－９・・Ｃ－９・・・女子・中学生女子 …………… Ｌ－１
Ａ－10・・・・・・・・Ｄ１・・・・小学生（高学年） …………… Ｃ－２　
Ａ－11・・・・・・・・Ｄ２・・・・小学生（低学年） …………… Ｃ－３

　Ｅ・ステージレース
Ａ・Ｂ・Ｃの全競技に参加する選手
参加資格①グループ　１、２、３クラス（ＪＣＦ登録者・上級者・高校生）
　　　　②グループ　４、５クラス（中級者・初心者）
　　　　③グループ　６、７、８、９クラス（初級者６・中学生・女子・マスター）

■参加者の受付
　受付は、各レースのスタート地点で行います。
　受付で計測チップを受取り、取り付けて下さい。無い場合出場資格はありません。
　駐車場はありませんのでご注意下さい。
＊受付方法の変更について
　今年からチーム代表者による受付も取り入れますが、ゼッケン・パワータグの取り違え
が発生しリザルトの反映された成績は、チーム代表者の責任としますので了承願います。
＊今年代表者による受付をする際は、受取サインを頂きます。
　尚、検車は出場者が出走サイン時に受けてください。
　参加者で複数の競技に参加する選手は、初日に全て受付し、試合日には出走サインと検
車のみとし競技に参加してください。但し出走サイン時間内に来ていない選手は失格と
なりますので注意願います。

■キャンセル
　申込後、都合で参加できなくなった場合でも参加料はお返ししません。

■参加確認証
１．参加申込受付後、整理のうえ「参加確認証」を送付します。
２．受付、検車、クラス分け、ゼッケン、スタート等の案内については、「参加確認証」
に明記してあります。

■表　　　彰
１．各種目・各クラスの表彰選手３位まで賞状及び盾を授与します。
２．個人ロードレース完走者には「記録証」を作成します。

■参加申込・問い合わせ
　　�ツール・ド・北海道協会　市民参加係
　　〒060－0004　札幌市中央区北４条西６丁目　北四条ビル４階
　　　　　　　　　TEL（011）222－5922　FAX（011）232－4604
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開会式及びタイムスケジュールについての注意事項

◆　受付・検車
１．受付に「参加確認証」を掲示し腰ゼッケンとパワータグを受け取って装着して下さい。
２．受付は代表者の方が、確認証を持参し代理受付をしてもかまいません（受取サインを頂
きます）。
　　但し、ゼッケンの付け違い及びタグの付け違い等により本人が不利益になった場合は代
表者の責任となりますので、了承願います。
３．出走サイン時に検車、ヘルメットの検査を受けてください。合格者には、検車シールを
お渡しします。
４．検車は参加者本人が受けてください。
５．出走サイン及び各自のスタート時刻に遅れた時は、参加、出走を取り消します。

◆　開会式
１．参加者は全員開会式に正しい服装で出席することを義務付けます。
　　競技に関し説明、注意事項があります。
　開会式の時間
　　　　　　場　　所 
９／11　　　旭川市　石狩川河川敷　Ｔ・Ｔ 開会式　　　11：30
９／12　　　ａ.77kmコース　富良野市 開会式　　　９：00
　　　　　　ｂ.50kmコース　芦別三段滝公園 開会式       　 ９：30
９／13　　　札幌市モエレ沼公園クリテリウム 開会式　　　12：00

出走サイン
１．開会式終了後20分間、各開会式会場内で行います。必ず本人が行って下さい。
２．指定時間外はペナルティーの対象とします。但しスタート後は認めません。
　　出走サインの無い者は、失格とし記録、順位の表示はいたしません。

◆　表彰式
①Ａ･Ｂ･Ｃ－１(ＪＣＦ登録選手男女）　②Ａ･Ｂ･Ｃ－２（上級者）　③Ａ･Ｂ･Ｃ－ ３（高校生) ④
Ａ･Ｂ･Ｃ－ ４（中級者40歳未満）　⑤Ａ･Ｂ･Ｃ－５（初級者・40歳未満）　⑥Ａ･Ｂ･Ｃ－６（初級者
・55歳未満）　⑦Ａ･Ｂ･Ｃ－７（初級者・55歳未満）　⑧Ａ･Ｂ･Ｃ－８（中学生男子）　⑨Ａ･Ｂ･Ｃ
－９（女子・中学女子）　⑩Ａ－10Ｄ－１（小学生高学年）　⑪Ａ－11・Ｄ－２（小学生低学年）
１．Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅレース各クラス１位から３位までとする、但しＤ小学生は６位まで
賞状を授与する
２．必ず正しい服装で表彰式に出席してください。サンダル履きは不可

◆　その他
１．昼食等飲食物は、各自用意してください。
２．12日ロードレースの記録証は、表彰式終了後会場でお渡しします。リザルトは14日以降
ツール・ド・北海道協会又は札幌車連ホームページをご覧下さい。
３．不参加者への参加記念品は、お送りしません。協会に取りに来られた方にはお渡ししま
す。（引渡し期限９月末日まで）
４．病院へ搬送後の治療費は、自己負担となりますので、健康保険証をご持参ください。

�������	
	��

必 ず お 読 み く だ さ い
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◎　９月１1日　個人タイムトライアル　1.1km
１．１分及30秒間隔で指定されたゼッケンNo.順に指定時刻にスタートします。指定時刻に
遅れても指定時刻からの計測となります（プログラムに記載）。

◎　９月12日　ロードレース
　今回は、道路の占有時間が限られているため、スケジュールを確認し、間違いのないよ
うご注意ください。
　当日の行動予定は下記の通りです。
☆　受付業務は、全てスタート地点で行います。

Ｂ－ａ－１～３　77km(富良野市朝日ヶ丘総合都市公園)グループ
　　当日受付　　　　　　６：30～８：30　北時計
　　バス出発時間　　　　いわみざわ公園　６：30出発
　　検車、タグ取付　　　スタート地点
　　開会式・競技説明　　９：00　　北時計
　　出走サイン　　　　　開会式終了後20分間
　　スタート　　　　　　10：00　　　Ｂ－ａ－１　スタート
　　　　　　　　　　　　概ね１分後　Ｂ－ａ－２・３グループスタート

Ｂ－ｂ－４～７　50km(芦別市三段滝公園)グループ
　　当日受付　　　　　　７：30～９：30　
　　バス出発時間　　　　いわみざわ公園　７：30出発
　　検車、タグ取付　　　スタート地点

競技参加選手注意事項
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　　開会式・競技説明　　９：30　　
　　出走サイン　　　　　開会式終了後20分間
　　スタート　　　　　　11：00頃にスタート予定　Ｂ－ｂ－４
　　　　　　　　　　　　概ね１分後　（Ｂ－ｂ－５）（Ｂ－ｂ６～７）グループスタート
☆　手荷物は富良野市朝日ヶ丘総合都市公園・三段滝公園スタート時に預かります。スタ
ート時、収容バスに積み込みますので引渡しは、岩見沢市で全員ゴール後となります。
　　名前をつけて各バスにお預けください。
☆　パワータグの返却について
　Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ各競技に参加される選手は、参加競技終了後速やかに返却してください。
　公道を使用するため、下記の場所で指定時刻に遅れた選手は、失格として競技は中止と
なります。

　足きり場所　　　指定時刻
　　　場所　　三笠　Ｒ452（夕張線）分岐より100m先　左側駐車場
　　　時間　　各クラス先頭通過後15分　最終11：50
　　　ゴール閉鎖　　12：50となります。

　上記の指定場所に指定時間内に到着できないと判断した時は、途中でも競技を中止させる
場合があります。
○本大会はロードレース(競技)であり、完走を目指すサイクリング的走行をされる方には、
競技を中止いただきますのでご了承ください。
○途中棄権又は失格した選手は、路外に出て競技を中止してください。中止した選手は後か
ら来る収容車(バス、トラック)に合図をし、バスを止め乗ってください。

９月12日（土）　市民レース（ロードレースａ）　スタート　富良野市　朝日ヶ丘総合都市公園前
会場拡大図・コース図
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９月12日（土）　市民レース（ロードレースｂ）　スタート　芦別市　三段滝公園前
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◎　クリテリウム　モエレ沼公園
　　12：00　開会式
　　12：30　特設コース　小学生１･２年生　1.5km　　１周
　　12：45　2.75km　　　小学　３･４年生　　　　　  １周
　　13：00　  5.5km　　　小学　５･６年生　　　　　  ２周
　　13：20　　100m　　　幼児
　○スタートは３つのグループに分けます。スタート予定時刻は、
　　13：35　　　　　　　Ｃ６･７･８･９グループ　      ５周　14kmコース
　　14：15　　　　　　　Ｃ４･５グループ　　 　 　　８周　22kmコース
　　15：00　　　　　　　Ｃ１･２･３グループ　　　　13周　36kmコース
　○周回遅れとなる恐れのある選手は、審判の判断により競技を中止させます

◎　ステージレース

　今年、11日Ｔ・Ｔ、12日ロードレース、13日クリテリウムの３日間で市民大会のステージ
レースを実施いたします。
　参加条件は、３日間エントリーできる方に限ります。
　但し、都合で１競技に参加できない方には、１競技に対し最低ポイントよりマイナス５Ｐ
及び最終タイム＋10分を付加し集計します。
　参加クラスは、Ａ１～３、Ｂａ１～３とＣ１～３が第一グループとして走行します。
　上記以外のＡ４～５、Ｂｂ４～５、Ｃ４～５が第二グループ、Ａ６～９、Ｂｂ６～９、Ｃ
６～９が第三グループとなります。

９月12日（土）　市民レース（ロードレースａ・ｂフィニッシュ）　岩見沢市　いわみざわ公園前
駐車場配置図
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競技種目
　個人総合時間賞
　個人総合ポイント賞
　個人総合のチャンピオンジャージについては第１、２ステージの総合優勝者には貸与し、
第３ステージの最終優勝者には授与します。
競技内容
　Ｔ・Ｔ　旭川市石狩川河川敷で1.1km
　ロードａは富良野市から岩見沢市までの77km
　　　　ｂは芦別市三段滝から岩見沢市までの50km
　クリテリウムはモエレ沼公園でＡ－36km・Ｂ－22km・14kmで実施します。
表　　彰
　１位から３位まで
競技規則
　第23回ツール・ド・北海道　市民レース参加規則による。
入賞特別規則
　上位入賞者にはポイント及びボーナスタイムを与える。
　①個人時間
　　ボーナスタイム
　　　上位３名に１位より10秒・６秒・４秒を与える。
　②個人ポイント
　　順位　　　Ｔ・Ｔ　　　ロード　　　クリテリウム
　　１位　　　　10　　　　　25　　　　　　25
　　２位　　　　 9　　　　　20　　　　　　20
　　３位　　　　 8　　　　　16　　　　　　16
　　４位　　　　 7　　　　　14　　　　　　14
　　５位　　　　 6　　　　　12　　　　　　12
　　６位　　　　 5　　　　　10　　　　　　10
　　７位　　　　 4　　　　　 9　　　　　　 9
　　８位　　　　 3　　　　　 8　　　　　　 8
　　９位　　　　 2　　　　　 7　　　　　　 7
　　10位　　　　 1　　　　　 6　　　　　　 6
　　11位　　　　　　　　　　 5　　　　　　 5
　　12位　　　　　　　　　　 4　　　　　　 4
　　13位　　　　　　　　　　 3　　　　　　 3
　　14位　　　　　　　　　　 2　　　　　　 2
　　15位　　　　　　　　　　 1　　　　　　 1

◆医療班からの注意
１．レースには、危険が伴います。医療班も万全を尽くすよう努力しますが、市民レース
参加者の皆さんも安全第一を考えた走行を心がけ、落車など事故を防いでください。
２．落車した場合、緊急な処置を必要としない時は、本人が希望する限り走らせます。
　　リタイヤする場合は、後ろから来る収容車に乗ってもらいます。怪我をしてゴールに
入った方は、そこで待機している医療班で処置します。
３．応急処置で不十分なときは、救急車を呼び近くの病院へ運んでもらいます。
　　この場合は、以降、医療班はタッチしません。
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レースに参加する抱負、コメントチーム名地区カ　ナ名　前A-T・Ｔ出走時間ゼッケン色

11クラス　小学低学年【C-3】
デ・シクロ・ペダリ札幌市ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｽｹ後藤　瞬良A-1112:30:001001ピンク色
TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ中谷　研斗A-1112:31:001002ピンク色

札幌市ﾋﾞﾝｾﾝﾄ ﾏﾀﾞﾌｧﾘ��������	
�
��
�A-1112:32:001003ピンク色

札幌市ｾﾝｻﾞｷ ｿﾗ先�　壮良A-1112:33:001004ピンク色

10クラス　小学高学年【C-2】
全力つくし、がんばります！札幌市ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾉ小林　梨乃A-1012:35:00951赤色

TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅｶﾔ ﾘｮｳﾀ中谷　亮太A-1012:36:00952赤色

NOKOムラヤマ札幌市ｱｷﾓﾄ ﾕｳｾｲ秋元　優星A-1012:37:00953赤色

札幌市ﾏﾀﾞﾌｧﾘ ﾆｺﾙ����������	�
��A-1012:38:00954赤色

砂川市ｵｸﾊﾞ ｶﾂﾄｼ奥場　勝利A-1012:39:00955赤色

落車に気をつける小樽AC小樽市ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ中野　弘章A-1012:40:00956赤色

頑張りますフェニックスメムロ
レーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ松山　剛大A-1012:41:00957赤色

９クラス　女子・中学生女子【L-1】
がんばります。札幌アルペンスキ

ースポーツ少年団札幌市ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ菅原　美里ｽﾃｰｼ（゙A-9)12:42:00901赤色

サイクルズワカサ札幌市ﾖﾈﾀ ｶｽﾞﾐ米田　和美ｽﾃｰｼ（゙A-9)12:42:30902赤色

ロードで足切りの予感～…。旭川市ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ池田　祐子ｽﾃｰｼ（゙A-9)12:43:00903赤色

札幌市ｲｹﾀﾞ ﾕﾒｺ池田ゆめこｽﾃｰｼ（゙A-9)12:43:30904赤色

道南　草連函館市ﾑｶｲ ﾐﾉﾘ向　美乃里ｽﾃｰｼ（゙A-9)12:44:00905赤色
ファントムハイパワ
ー千歳市ﾄﾖﾀ ﾕｷｴ豊田　幸枝ｽﾃｰｼ（゙A-9)12:44:30906赤色

頑張ります!祭花
GirlsCyclingClub札幌市ﾋｬｸｻﾜ ﾕｳｺ百澤　悠子A-912:45:00907赤色

TEAM 3in1千歳市ﾀﾈﾑﾗ ｶｽﾞｴ種村　和恵A-912:45:30908赤色

プラザ魂！TEAM 
CYCLEPLAZA札幌市ﾅﾗ ｶﾖｺ奈良加容子A-912:46:00909赤色

８クラス　中学生男子【C-1】
ハシルゼー！ワカチコワカチコ西尾兄弟札幌市ﾆｼｵ ｹｲﾄ西尾　憲人ｽﾃｰｼ（゙A-8)12:47:00801黄色

最後まで全力で走るフェニックスメムロ
レーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ松山　大悟ｽﾃｰｼ（゙A-8)12:47:30802黄色
TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅｶﾔ ﾕｳｽｹ中谷　優介ｽﾃｰｼ（゙A-8)12:48:00803黄色

カゲイコウヘイ　ガンバリマ
スプリマベーラ函館市ｶｹﾞｲ ｺｳﾍｲ影井　功平ｽﾃｰｼ（゙A-8)12:48:30804黄色

DOKYU RC札幌市ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｺﾞ難波　秀伍ｽﾃｰｼ（゙A-8)12:49:00805黄色

７クラス　初級者55歳以上【M】

神奈川県ﾏﾂｲ ﾀﾂﾋｺ松井　達彦ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:50:00751紫色

小樽市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ小林　正裕ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:50:30752紫色
気持ちだけは何時も全力疾
走！札幌市ｻﾄｳ ﾀｶｼ佐藤　　隆ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:51:00753紫色

網走市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾌﾐ渡辺　俊文ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:51:30754紫色
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レースに参加する抱負、コメントチーム名地区カ　ナ名　前A-T・Ｔ出走時間ゼッケン色

RCアベニュー札幌市ｱｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ芦�　純一ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:52:00755紫色

BMレーシング千葉県ｱﾗｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ荒生　純一ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:52:30756紫色

札幌市ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｷ安藤　源基ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:53:00757紫色
今年も完走めざして頑張りま
す

室蘭サイクルナイ
ツ室蘭市ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐ村上　昌美ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:53:30758紫色

留萌市ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ三島　　茂ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:54:00759紫色
広大な北海道の大地で走り
たいセマスR新松戸埼玉県ｲﾁｶﾜ ﾂﾈｵ市川　恒雄ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:54:30760紫色
昨年は初出場で初落車。今
年は笑顔でゴール旭川RRT旭川市ﾐﾔｺｼ ﾀｶｼ宮越　隆司ｽﾃｰｼ（゙A-7)12:55:00761紫色

ダイハツ・ボンシ
ャンス河東郡ﾉﾌﾞﾀ ﾀﾓﾂ信太　　保A-712:55:30762紫色

KBCカマダ河東郡ｲｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊﾙ石澤　一治A-712:56:00763紫色

虻田郡ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞﾖ梅本　秀世A-712:56:30764紫色

苫小牧ｲｽﾞﾀ ｾｲｷ伊豆田誠紀A-712:57:00765紫色
今年70歳老兵全力を出して
走ります登別市ｺﾞｸﾞﾝ ﾄﾐｵ五郡　富夫A-712:57:30766紫色

札幌市ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾙ岡崎　　満A-712:58:00767紫色

士別市ｸｻｶ ﾂﾖｼ日下　　強A-712:58:30768紫色

稚内レーシング稚内市ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ佐藤　　実A-712:59:00769紫色

帯広市ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾁﾖ町田巳千代A-712:59:30770紫色

旭川市ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ山本　　正A-713:00:00797紫色

６クラス　初級者55歳未満【S-5】
ZELKOVA・RC埼玉県ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ山田　雄大ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:01:00601緑色

江別市ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾙ中村　　優ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:01:30602緑色

埼玉県ﾔﾅｲ ﾐﾉﾙ柳井　　稔ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:02:00603緑色

完走を目標にがんばります。江別市ﾐﾀﾆ ﾜﾀﾙ三谷　　渉ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:02:30604緑色
失格にならないようにがんば
ります。河東郡ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ杉本　賢二ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:03:00605緑色

札幌市ｺﾏﾂ ﾕｳｼﾞ小松　祐司ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:03:30606緑色
今年はチームパンダで走りま
す。チームパンダ札幌市ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ伊藤　一雄ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:04:00607緑色

京浜ピストクラブ神奈川県ﾌｼﾞﾋｻ ﾀｹｼ藤久　　健ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:04:30608緑色

GAS PANIC SP札幌市ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋｺ後藤　政彦ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:05:00609緑色

札幌車連千歳市ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ佐藤　好浩ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:05:30610緑色

虻田郡ﾜｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ若松　健司ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:06:00611緑色
NCコインロッカー
F旭川市ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ岩渕　勝博ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:06:30612緑色

旭川市ｵｻﾅｲ ﾕｳｲﾁ小山内雄一ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:07:00613緑色
今年は、リハビリを兼ねて安
全走行パンダ江別市ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ田中　　勝ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:07:30614緑色

チームSUN河東郡ｵｵﾀ ﾋﾛｼ太田　浩司ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:08:00615緑色
NC コインロッカー
 フライヤーズ旭川市ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ中川　仁志ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:08:30616緑色
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レースに参加する抱負、コメントチーム名地区カ　ナ名　前A-T・Ｔ出走時間ゼッケン色

室蘭市ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ守田　好宏ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:09:00617緑色

３種目、完走！室蘭市ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ菅原　英昭ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:09:30618緑色
ステージ完走めざして楽し
みます！JPOWER札幌市ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ高橋　正則ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:10:00619緑色

札幌市ｸﾘｷ ｼｹﾞﾅｵ栗木　繁直ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:10:30620緑色

今年も落車はごめんだ～札幌市ｵｵﾂｷ ｺｳｲﾁ大槻　貢一ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:11:00621緑色

札幌市ﾌｸｲ ﾄﾓｷ福井　友規ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:11:30622緑色
チームパンダのみんなに後れをとら
ないよう頑張りたいと思います。チームパンダ札幌市ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｷ高木　広樹ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:12:00623緑色

がんばりますフェニックスメムロ
レーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ｻﾄｼ松山　智志ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:12:30624緑色

サイクルズワカサ札幌市ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ斉藤　祐介ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:13:00625緑色

転びませんように・・・。札幌市ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋｺ千葉　正彦ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:13:30626緑色

デシクロペダリです！デシクロペダリ千歳市ﾀﾈﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ種村　之宏ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:14:00627緑色

室蘭市ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾀｶ小柳　浩孝ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:14:30628緑色
今年も、更なる自分に挑戦し
ます。SCSC札幌市ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐ古田　喜三ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:15:00629緑色
Ｓ－５クラス最年長★歳を
感じさせないぞ！夕張郡ｺﾏﾀﾆ ｵｻﾑ駒谷　　修ｽﾃｰｼ（゙A-6)13:15:30630緑色

帯広市ｶﾅﾔ ﾔｽﾐﾁ金谷　安通A-613:16:00631緑色
初参加、今後は毎回参加し
楽しみます(株)オノデラ旭川市ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵﾐﾁ小野寺直道A-613:16:30632緑色
メタボ弾丸ライナーで駆け抜
けろ！KBC帯広市ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ林　　雄二A-613:17:00633緑色

がんばるぞ～BOBBISH上川郡ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ中村　英男A-613:17:30634緑色

有頂天ac旭川市ﾆｼｵｶ ｲﾁﾛｳ西岡　一郎A-613:18:00635緑色
初めてのTT参加です、わく
わくどきどき！士別市ｺﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ小松田武志A-613:18:30636緑色

札幌市ﾏﾀﾞﾌｧﾘ ﾋﾞﾝｾﾝﾄ����������	�
��
A-613:19:00637緑色

士別市ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾂｸﾞ西川　雅嗣A-613:19:30638緑色

旭川スキークラブ旭川市ﾌﾙﾀ ﾄｼｵ古田　敏夫A-613:20:00639緑色

５クラス　初級者40歳未満【S-4】

京都府ｶﾜﾁ ｻﾄｼ河内　　敏ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:21:00401水色

恵庭レーシング恵庭市ｻｻﾔ ﾀｶﾋﾛ笹谷　隆宏ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:21:30402水色

札幌市ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ横山　浩之ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:22:00403水色

寿都郡ｸﾄﾞｳ ｻﾄｼ工藤　郷司ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:22:30404水色

旭川RRT旭川市ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ田中　淳一ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:23:00405水色

鉄人未遂芦別市ｺﾔﾏ ｹｲﾀ小山　慶太ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:23:30406水色

デ・シクロ・ペダリ富良野ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ鈴木　一平ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:24:00407水色

完走します！！！！！HRC千歳市ﾐｶﾜ ｹﾝｼﾞ三川　賢二ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:24:30408水色
ぷらざんぬ・で・じゅ～魂で
す監督よろしく

TEAM 
CYCLEPLAZA札幌市ﾓｷﾞ ﾋﾛｼ茂木　　洋ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:25:00409水色

札幌　EVYLOCK、ツール
走ります！！札幌市ｵﾉ ﾐﾁﾖｼ小野　道紀ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:25:30410水色
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HAKODATE 
CITY RC函館市ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ山田　晋也ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:26:00411水色

初参加です。がんばります。TEAMアティック.札幌市ｼﾗｲｼ ﾘｭｳｲﾁ白石　竜一ｽﾃｰｼ（゙A-5)13:26:30412水色

石狩市ﾊﾙｷ ﾀｶﾕｷ春木　貴之13:27:00413水色

MKⅢ神奈川県ｲｹｳﾗ ﾀｸﾐ池浦　　巧13:27:30414水色

MKⅢ神奈川県ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ手嶋　実樹13:28:00415水色

チームアティック.札幌市ﾂｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ佃　　昌幸13:28:30416水色

RCアベニュー札幌市ｱｻﾉ ﾄﾓﾕｷ浅野　智之13:29:00417水色
去年よりがんばる。３日間走
りきる！！函館市ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ須藤　大助13:29:30418水色
参加できる幸せをかみしめな
がら走りますTEAMアティック.帯広市ｱｼｶｶﾞ ﾔｽｼ足利　　寧13:30:00419水色

今年も楽しみです！チームポテト札幌市ｱｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ秋元　謙一13:30:30420水色

勝負にいきます札幌市ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｻﾄﾙ重延　　覚13:31:00421水色

JayParker札幌市ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ野村　　亨13:31:30422水色

満腹！MKⅢ神奈川県ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ千田　和幸13:32:00423水色

自力で。HAKODATE RC函館市ﾃﾗｲ ｴｲｼﾞ寺井　英治13:32:30424水色

苫小牧ﾐﾉｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ簔口　哲郎13:33:00425水色

NATURAL.WINDSよろしくNATURAL.WIN-
DS常呂郡ﾊﾅｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ花岡　英彰13:33:30426水色

JayParker札幌市ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾋﾄ立花　誠人13:34:00427水色
昨年に続き２回目の参加で
す。がんばります！恵庭レーシング恵庭市ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ薮�　高広13:34:30428水色

札幌市ｵｷﾞｭｳ ｱｷﾗ尾久　　聡13:35:00429水色

札幌市ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ向　　弘之13:35:30430水色

エキップ・ノール江別市ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ佐藤　正彦13:36:00431水色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｷﾘｳ ﾀﾀﾞｼ桐生　　匡13:36:30432水色

札幌市ﾐﾔｵ ｹｲｲﾁ宮尾　敬一13:37:00433水色
今年も完走をめざしガンバリ
マス！？SFRC札幌市ｷﾀｶﾄﾞ ｼｹﾞﾙ北角　　繁13:37:30434水色

デ・シクロ・ペダリ江別市ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾖｼ松田　幸良13:38:00435水色

走りきれるよう頑張ります。千葉県ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ武田　和也13:38:30436水色

札幌市ｵｵﾀ ｾﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ大田善三郎13:39:00437水色

めざせ!3日間完走!!Bobbish旭川市ﾑﾛﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ室橋　英人13:39:30438水色

完走目指して頑張ります！Bobbish旭川市ｵｵﾑﾗ ｹﾝｲﾁ大村　健一13:40:00439水色

３日間完走が目標です。帯広市ﾓﾒﾝ ﾋﾛｱｷ木綿　博昭13:40:30440水色

Team Limits室蘭市ｾｷｶﾜ ﾉﾘﾄ関川　純人13:41:00441水色

DOKYU，RC札幌市ﾅﾝﾊﾞ ﾏｺﾄ難波　　信13:41:30442水色

N.ウインズ北見市ｻﾄｳ ﾋﾛﾋﾄ佐藤　裕人13:42:00443水色

RCアベニュー札幌市ﾃｻﾞｷ ｵｻﾑ手崎　　修13:42:30444水色
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フジタ産業登別市ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｼ山本　　久13:43:00445水色
㈱エネオスフロン
テア千歳市ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ大川　達也13:43:30446水色

神奈川県ｵｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ尾崎　良幸A-513:44:00447水色
迷惑かけないで無事にゴー
ルしたいです。帯広市ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ佐藤　安彦A-513:44:30448水色

札幌市ｵｵﾂｷ ﾋﾛｼ大月　博司A-513:45:00449水色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋﾄ後藤　克人A-513:45:30450水色

BOBBISH旭川市ﾅﾙﾐ ﾀｸ鳴海　　拓A-513:46:00451水色

釧路市ｲﾜﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾄﾓ岩館　和智A-513:46:30452水色

旭川市ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾘ谷口　智則A-513:47:00453水色
20年ぶりの参加ですが、その
時の気持ちでがんばります。旭川市ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ齊藤　隆宏A-513:47:30454水色

全力で頑張ります旭川道路事務所旭川市ﾀﾃﾔﾏ ﾀｶﾄｼ舘山　孝利A-513:48:00455水色

４クラス　中級者【S-3】
サッポロファンライ
ド札幌市ｻﾄﾅｶ ﾋﾛｱｷ里中　寛明ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:50:00301青色

打倒去年の自分！酪農学園大学自
転車部札幌市ｲｼｲ ｺｳﾍｲ石井　光平ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:50:30302青色

目標は、「落車せずに完走
する」

室工大サイクリン
グ部室蘭市ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ阿部　将仁ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:51:00303青色

NSR札幌市ﾖｺｲ ﾁﾋﾛ横井　千尋ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:51:30304青色

チーム輪駄札幌市ｶﾜﾉ ﾀｶﾏｻ河野　喬政ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:52:00305青色

旭川RRT旭川市ﾄﾋﾞﾀ ﾂｸﾞｷ飛田　亜樹ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:52:30306青色

転けても…泣かないっ！TEAM AMiGos札幌市ﾉﾂﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ野妻　洋充ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:53:00307青色
今年はコースを間違えない
ゾ。

旭川ロードレーシ
ング旭川市ｲﾅｶﾞｷ ｹｲ稲垣　　啓ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:53:30308青色

日々のイメトレの成果を出し
ます！浦河郡ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼｹﾞ吉田　勝茂ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:54:00309青色
ガッツだぜ！お父さん頑張る
よ！旭川RRT旭川市ﾏﾝﾈﾝ ﾅｵﾄ万年　尚人ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:54:30310青色

旭川RRT旭川市ﾎｼ ﾃﾂﾔ星　　徹也ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:55:00311青色
北海道の風を感じながら、が
んばります。

チーム.．ラッキー
31愛知県ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ田中　　斉ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:55:30312青色
チームBMレーシ
ング千葉県ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ宮沢　裕司ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:56:00313青色

Team BIG岩見沢ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ森　　大輔ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:56:30314青色
くるみ、ママちゃん、がんば
るぞLEGON札幌市ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ坂本　伸吾ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:57:00315青色

札幌市ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ山本　栄治ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:57:30316青色

ご安全に！TEAM Limits室蘭市ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ高橋　達也ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:58:00317青色

ロードキッズ札幌市ｵｵｴ ｵｻﾑ大江　　治ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:58:30318青色

TEAM NISEKO虻田郡ﾃﾞﾆﾝｸﾞ ﾏｼｭｰ��������	

���ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:59:00319青色

下りでは負けません恵庭レーシング恵庭市ｽﾐ ﾀｶﾋﾛ鷲見　孝浩ｽﾃｰｼ（゙A-4)13:59:30320青色

TEAM NISEKO虻田郡ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ伊藤　彰宏ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:00:00321青色

DOKYU，RC札幌市ﾅｶﾆｼ ﾀｲｼﾞ中西　泰司ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:00:30322青色
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ミツキ・タイキ・ジイチャンハ
ガンバルゾ

旭川ロードレーシ
ングC旭川市ｻｻｷ ﾖﾘﾋｻ佐々木順久ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:01:00323青色

本気を出すと変身します札幌学院大学自
転車部札幌市ｵｶﾑﾗ ｺｳﾖｳ岡村　洸揚ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:01:30324青色

落車だけはしないぞ・・
・！！！KITCC北見市ｳｴﾉ ｷｮｳﾍｲ上野　恭平ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:02:00325青色

落者にならない札幌市ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾄ吉村　拓斗ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:02:30326青色

晴れたらいいなぁN・ウインズ北見市ｻｶｲ ｲﾀﾙ坂井　　格ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:03:00327青色

完走目指して頑張るぞ！　C. JiFUNiTA岩手県ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ山崎　琢也ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:03:30328青色

上総富士千葉県ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞ山内　有二ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:04:00329青色

上総富士千葉県ﾀﾞﾃ ﾖｼﾃﾙ伊達　雅輝ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:04:30330青色

サイクルズワカサ札幌市ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ林　健次郎ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:05:00331青色
木魚を見ると叩きたくなる。ペ
ダルを見ると回したくなる。北広島ﾀｹﾜｷ ﾑﾂﾐ竹脇　　睦ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:05:30332青色

札幌市ｼﾏﾀﾞ ｸﾆｵ島田　邦夫ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:06:00333青色

室蘭市ｺｳｽﾞｷ ﾕｳﾏ上月　祐真ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:06:30334青色

静内消防署新ひだﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ田中　達也ｽﾃｰｼ（゙A-4)14:07:00335青色
酪農学園大学自
転車部江別市ｸﾁｷ ﾕﾀｶ朽木　　豊A-414:07:30336青色

旭川RRT旭川市ｻｼﾞ ﾅｵﾋﾄ佐治　直人A-414:08:00337青色
NCコインロッカー
フライヤーズ北見市ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ井上　明彦A-414:08:30338青色

FDA MIYASEI旭川市ｳｴﾊﾗ ﾔｽｱｷ上原　康明A-414:09:00339青色

RCアベニュー札幌市ﾑﾗﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ村中　理計A-414:09:30340青色

北見工業大学北見市ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ坂本　広太A-414:10:00378青色

北見工業大学北見市ｺﾝﾉ ﾕｳｽｹ紺野　裕介A-414:10:30379青色

北見工業大学北見市ﾄｶﾞｼ ﾋﾛﾅﾘ富樫　宏成A-414:11:00380青色

３クラス　高校生【J-1】
富川中学校沙流郡ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ小橋　勇利ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:13:00201ｵﾚﾝｼﾞ

ガンバリマス！西尾兄弟札幌市ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ西尾　勇人ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:13:30202ｵﾚﾝｼﾞ

北見市ﾖﾈﾀ ｼｭｳﾍｲ米田　周平ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:14:00203ｵﾚﾝｼﾞ

札幌市ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ中村弘之輔ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:14:30204ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ｱｻｲ ﾀｲｶﾞ浅井　大河ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:15:00205ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾄ出口　優斗ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:15:30206ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ﾅｶﾞｾ ｼｭｳﾍｲ長瀬　秀平ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:16:00207ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ原田　涼介ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:16:30208ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ﾆｲﾀﾞ ﾕｳﾏ新井田裕真ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:17:00209ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ奥山　翔太ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:17:30210ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ﾂﾙｶﾞ ﾐﾂｱｷ敦賀　光暁ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:18:00211ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾖｼ平野　智義ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:18:30212ｵﾚﾝｼﾞ
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北海道尚志学園
高等学校札幌市ｻﾄｳ ｲｯｾｲ佐藤　一世ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:19:00213ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園
高等学校札幌市ﾜｼｽﾞｶ ﾘｸ鷲塚　　陸ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:19:30214ｵﾚﾝｼﾞ

函館大谷高校函館市ﾀﾜﾗ ﾋｻﾅﾘ俵　　央育ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:20:00215ｵﾚﾝｼﾞ

小樽AC小樽市小樽市伊藤　舜紀ｽﾃｰｼ（゙A-3)14:20:30218ｵﾚﾝｼﾞ

２クラス　上級者【S-2】
サイクルズワカサ札幌市ﾄﾖｼﾏ ﾓﾘｱﾂ豊島　盛厚ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:22:00101黒色

札幌市ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｲﾁ藤野　信一ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:22:30102黒色
KINAN MUUR-
ZERO札幌市ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾔ石塚　裕也ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:23:00103黒色

宗谷郡ﾎﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ堀　　英志ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:23:30104黒色
チームBMレーシ
ング千葉県ｼﾗﾄﾞ ﾄﾓｶｽﾞ白土　友和ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:24:00105黒色
TEAMスタープレ
ックスサイクル茨城県ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ大谷　　一ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:24:30106黒色

岩見沢出身の山口県在住者です。３
回目のツールド北海道を満喫します！

Panasonic Elec 
Dvc山口県ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ岩本涼太郎ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:25:00107黒色

滝川市ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｺﾄ村口　　誠ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:25:30108黒色

NSR旭川市ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ山田　浩貴ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:26:00109黒色
一杯、走って！一杯、食べ
て！！一杯、楽しみます！！！

BREZZAカミハギ
RT愛知県ｶﾄｳ ｱｷﾄﾖ加藤　明豊ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:26:30110黒色

目指せ、完走！チームへなちょこ神奈川県ﾀﾆﾓﾄ ﾓﾘﾏｻ谷本　守正ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:27:00111黒色

苫小牧ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ土谷啓二郎ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:27:30112黒色

ganbarimasu!Team Kumao東京都ｶﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ加藤　和成ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:28:00113黒色

恵庭レーシング恵庭市ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ杉山　義宣ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:28:30114黒色
生まれて初めての北海道、
堪能します！Team ARI東京都ｱﾌﾞﾗﾔ ﾐﾂﾋｺ油谷　充彦ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:29:00115黒色

札幌市ﾀｶﾊｼ ｼﾝｻｸ高橋　晋作ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:29:30116黒色
最後まで、力の限り走りた
い。恵庭レーシング恵庭市ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ本山　修三ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:30:00117黒色

GO！GO！GO-RILLA！虻田郡ﾎﾞﾋﾞｰｺﾞﾘﾗ ﾎﾌ���������	

����ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:30:30118黒色

Team BIG札幌市ｶﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ片岡　正廣ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:31:00119黒色
不調ながらも完走目指して
頑張りますkagisen2輪科苫小牧ｱｽﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ東　　純也ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:31:30120黒色

笑顔でゴール！！エルドラド見習い神奈川県ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ青木　峻二ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:32:00121黒色

ロードキッズ小樽市ﾜｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ若山　幸史ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:32:30122黒色

チームCB東京都ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾕｷ藤井　建行ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:33:00123黒色
TEAMスタープレ
ックスサイクル栃木県ｱﾍﾞｺｳｲﾁ阿部　耕一ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:33:30124黒色

目標　3ステージ完走！ファントム・ハイパ
ワー札幌市ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ山田　正樹ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:34:00125黒色

ハッスル　ハッスル千歳市ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｼﾞ服部　隆治ｽﾃｰｼ（゙A-2)14:34:30126黒色

FDA MIYASEI旭川市ｶｲﾔ ﾂﾈﾋｺ貝谷　恒彦A-214:35:00127黒色

ガンバリマス！！MIYASEI旭川市ﾀﾅｶ ﾅｵｷ田中　直木A-214:35:30128黒色

室蘭市ｻｶﾞ ｻﾄ佐賀　聡人A-214:36:00129黒色
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レースに参加する抱負、コメントチーム名地区カ　ナ名　前A-T・Ｔ出走時間ゼッケン色

RCアベニュー札幌市ｳｴﾉ ﾃﾂﾐｷ上野　哲幹A-214:36:30130黒色

１クラス　JCF登録選手(男女)【エリート】
家族に感謝！！Team　Niseko室蘭市ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ村上　禎信ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:38:001白色

ダイハツボンシャ
ンス札幌市ｸﾏｻｶ ｶｽﾞﾔ熊坂　和也ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:38:302白色

北海道の皆様と一緒に走る
のが楽しみです！チームCB千葉県ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ高橋　義博ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:37:003白色

N.ウィンズ網走市ｻﾄｳ ﾁｶﾗ佐藤　　力ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:37:304白色
北海道札幌出身　岩見沢は
母方に故郷ですチーム物見山東京都ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ浅倉　則之ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:38:005白色

TEAM NISEKO虻田郡ﾍﾞﾝ ｶｰ��������ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:38:306白色

法定速度厳守網走郡ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ三浦謙太郎ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:39:007白色

Team ARI神奈川県ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ今田　裕一ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:39:308白色

DOKYU RC室蘭市ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾔ小川　徳哉ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:40:009白色
VOLCA オードビ
ー BOMA uvex旭川市ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ坂口　秀紀ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:40:3010白色

novello札幌市ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ村田　和法ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:41:0011白色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ猪又　　靖ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:41:3012白色

Team ARI神奈川県ｱﾘﾓﾁ ﾏｻﾋﾄ有持　真人ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:42:0013白色

NSR埼玉県ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾔ今野　順哉ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:42:3014白色

NSR河西郡ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ ﾌﾞﾗｲｱﾝアンダーソン�ブライアンｽﾃｰｼ（゙A-1)14:43:0015白色

ステージレースを楽しみます！Racing CUBE神奈川県ｱｵｷ ﾘｸ青木　　陸ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:43:3016白色

チーム輪駄札幌市ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ近藤　俊幸ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:44:0017白色
初の地元でのレース。頑張り
ます。SFRC旭川市ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ寺田　和格ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:44:3018白色

チーム輪駄札幌市ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ�橋　裕人ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:45:0019白色

DOKYU，RC札幌市ｳﾁﾔﾏ ｺﾞｳ内山　　剛ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:45:3020白色

稚内RC芦別市ﾀﾅｶ ｺﾞｳ田中　　豪ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:46:0021白色

登別市ｶﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ神山　孝治ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:46:3022白色
鎖骨骨折明けの復帰戦、再
起を懸けた戦い！Cuspeede東京都ｶﾂｶﾜ ｼﾝｼﾞ勝川　真司ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:47:0023白色

Ravanello虻田郡ﾌｨﾝﾄﾞﾚｰ ﾛｽ�������	
���ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:47:3024白色

Nウインズ網走郡ｵｶﾞﾜ ｽﾐｵ小川　純夫ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:48:0025白色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｻｲﾄｳ ﾄﾖｶｽﾞ斉藤　豊一ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:48:3026白色

踏んで！牽いて！ゴールまで！！！Road Kids苫小牧ｼｹﾞﾑﾗ ｱｷﾋｺ重村　明彦ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:49:0027白色

BC-ORIONですBC-ORION札幌市ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋﾛ川嶋　邦裕ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:49:3028白色
NC coinlocker 
Flyers小樽市ｻﾄｳ ｶｽﾞｵﾐ佐藤　一臣ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:50:0029白色
NCコインロッカー
F北広島ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾏｻ村上　典正ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:50:3030白色
北大自転車競技
部札幌市ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ相澤　孝至ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:51:0031白色
北大自転車競技
部札幌市ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾄ坂本　伸仁ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:51:3032白色
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㈱エネオスフロン
テア千歳市ｼﾐｽﾞﾉ ﾂﾄﾑ清水野　努ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:52:0033白色

DOKYU RC小樽市ﾐﾜ ﾄｼﾌﾐ三輪　俊文ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:52:3034白色

N.ウィンズ北見市ｻｶﾀ ﾌﾞﾝｼﾞ坂田　文司ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:53:0044白色

チーム輪駄札幌市ﾉﾛ ﾀｹｼ野呂　武志ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:53:3045白色

DOKYU RC札幌市ｵﾝﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ恩村健太郎ｽﾃｰｼ（゙A-1)14:54:0046白色
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ａ.77ｋｍコース

レースに参加する抱負、コメントチーム名地区カ　ナ名　前Ba・Bbロードゼッケン色

１クラス　JCF登録選手(男女)【エリート】

家族に感謝！！Team　Niseko室蘭市ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ村上　禎信ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)1白色
ダイハツボンシャン
ス札幌市ｸﾏｻｶ ｶｽﾞﾔ熊坂　和也ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)2白色

北海道の皆様と一緒に走るのが
楽しみです！チームCB千葉県ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ高橋　義博ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)3白色

N.ウィンズ網走市ｻﾄｳ ﾁｶﾗ佐藤　　力ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)4白色
北海道札幌出身　岩見沢は母
方に故郷ですチーム物見山東京都ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ浅倉　則之ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)5白色

TEAM NISEKO虻田郡ﾍﾞﾝ ｶｰ��������ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)6白色

法定速度厳守網走郡ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ三浦謙太郎ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)7白色

Team ARI神奈川県ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ今田　裕一ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)8白色

DOKYU RC室蘭市ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾔ小川　徳哉ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)9白色
VOLCA オードビー 
BOMA uvex旭川市ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ坂口　秀紀ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)10白色

novello札幌市ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ村田　和法ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)11白色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ猪又　　靖ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)12白色

Team ARI神奈川県ｱﾘﾓﾁ ﾏｻﾋﾄ有持　真人ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)13白色

NSR埼玉県ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾔ今野　順哉ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)14白色

NSR河西郡ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ ﾌﾞﾗｲｱﾝアンダーソン�ブライアンｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)15白色

ステージレースを楽しみます！Racing CUBE神奈川県ｱｵｷ ﾘｸ青木　　陸ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)16白色

チーム輪駄札幌市ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ近藤　俊幸ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)17白色
初の地元でのレース。頑張りま
す。SFRC旭川市ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ寺田　和格ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)18白色

チーム輪駄札幌市ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ�橋　裕人ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)19白色

DOKYU,RC札幌市ｳﾁﾔﾏ ｺﾞｳ内山　　剛ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)20白色

稚内RC芦別市ﾀﾅｶ ｺﾞｳ田中　　豪ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)21白色

登別市ｶﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ神山　孝治ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)22白色
鎖骨骨折明けの復帰戦、再起を
懸けた戦い！Cuspeede東京都ｶﾂｶﾜ ｼﾝｼﾞ勝川　真司ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)23白色

Ravanello虻田郡ﾌｨﾝﾄﾞﾚｰ ﾛｽ�������	
���ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)24白色

Nウインズ網走郡ｵｶﾞﾜ ｽﾐｵ小川　純夫ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)25白色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｻｲﾄｳ ﾄﾖｶｽﾞ斉藤　豊一ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)26白色

踏んで！牽いて！ゴールまで！！！Road　Kids苫小牧ｼｹﾞﾑﾗ ｱｷﾋｺ重村　明彦ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)27白色

BC-ORIONですBC-ORION札幌市ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋﾛ川嶋　邦裕ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)28白色
NC coinlocker Fly-
ers小樽市ｻﾄｳ ｶｽﾞｵﾐ佐藤　一臣ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)29白色

NCコインロッカーF北広島ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾏｻ村上　典正ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)30白色

北大自転車競技部札幌市ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ相澤　孝至ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)31白色
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北大自転車競技部札幌市ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾄ坂本　伸仁ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)32白色
㈱エネオスフロンテ
ア千歳市ｼﾐｽﾞﾉ ﾂﾄﾑ清水野　努ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)33白色

DOKYU RC小樽市ﾐﾜ ﾄｼﾌﾐ三輪　俊文ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)34白色

DOKYU,RC札幌市ﾎﾝﾔ ﾜﾀﾙ本谷　　渉B-a-135白色

落車しませんように…Team Miura札幌市ﾐｳﾗ ｺﾞｳ三浦　　豪B-a-136白色

TEAM NISEKO室蘭市ｼｹﾞﾀ ﾔｽﾅﾘ重田　康成B-a-137白色

Comrade Giant群馬県ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｲﾁ渋谷　智一B-a-138白色

Sasasou Bike Lab.青森県ｸﾎﾞ ｱﾗﾀ久保　　新B-a-139白色

勝ちたいですBMC-ASSOS O-
vest愛知県ｲｵｷﾍﾞ ｱｷﾗ五百籏頭晃B-a-140白色

N.ウィンズ北見市ｻｶﾀ ﾌﾞﾝｼﾞ坂田　文司ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)44白色

チーム輪駄札幌市ﾉﾛ ﾀｹｼ野呂　武志B-a-145白色

DOKYU RC札幌市ｵﾝﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ恩村健太郎ｽﾃｰｼﾞ（Ba-1)46白色

２クラス　上級者【S-2】

サイクルズワカサ札幌市ﾄﾖｼﾏ ﾓﾘｱﾂ豊島　盛厚ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)101黒色

札幌市ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｲﾁ藤野　信一ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)102黒色
KINAN MUUR-
ZERO札幌市ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾔ石塚　裕也ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)103黒色

宗谷郡ﾎﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ堀　　英志ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)104黒色
チームBMレーシン
グ千葉県ｼﾗﾄﾞ ﾄﾓｶｽﾞ白土　友和ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)105黒色
TEAMスタープレッ
クスサイクル茨城県ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ大谷　　一ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)106黒色

岩見沢出身の山口県在住者です。３
回目のツールド北海道を満喫します！Panasonic Elec Dvc山口県ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ岩本涼太郎ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)107黒色

滝川市ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｺﾄ村口　　誠ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)108黒色

NSR旭川市ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ山田　浩貴ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)109黒色
一杯、走って！一杯、食べて！！一
杯、楽しみます！！！

BREZZAカミハ ギ
RT愛知県ｶﾄｳ ｱｷﾄﾖ加藤　明豊ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)110黒色

目指せ、完走！チームへなちょこ神奈川県ﾀﾆﾓﾄ ﾓﾘﾏｻ谷本　守正ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)111黒色

苫小牧ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ土谷啓二郎ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)112黒色

ganbarimasu!Team Kumao東京都ｶﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ加藤　和成ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)113黒色

恵庭レーシング恵庭市ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ杉山　義宣ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)114黒色
生まれて初めての北海道、堪能
します！Team ARI東京都ｱﾌﾞﾗﾔ ﾐﾂﾋｺ油谷　充彦ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)115黒色

札幌市ﾀｶﾊｼ ｼﾝｻｸ高橋　晋作ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)116黒色

最後まで、力の限り走りたい。恵庭レーシング恵庭市ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ本山　修三ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)117黒色

GO！GO！GO-RILLA！虻田郡ﾎﾞﾋﾞｰｺﾞﾘﾗ ﾎﾌ���������	

����ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)118黒色

Team BIG札幌市ｶﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ片岡　正廣ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)119黒色
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不調ながらも完走目指して頑張
りますkagisen2輪科苫小牧ｱｽﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ東　　純也ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)120黒色

笑顔でゴール！！エルドラド見習い神奈川県ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ青木　峻二ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)121黒色

ロードキッズ小樽市ﾜｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ若山　幸史ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)122黒色

チームCB東京都ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾕｷ藤井　建行ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)123黒色
TEAMスタープレッ
クスサイクル栃木県ｱﾍﾞｺｳｲﾁ阿部　耕一ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)124黒色

目標　3ステージ完走！ファントム・ハイパワ
ー札幌市ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ山田　正樹ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)125黒色

ハッスル　ハッスル千歳市ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｼﾞ服部　隆治ｽﾃｰｼﾞ（Ba-2)126黒色

FDA MIYASEI旭川市ｶｲﾔ ﾂﾈﾋｺ貝谷　恒彦B-a-2127黒色

ガンバリマス！！MIYASEI旭川市ﾀﾅｶ ﾅｵｷ田中　直木B-a-2128黒色

室蘭市ｻｶﾞ ｻﾄ佐賀　聡人B-a-2129黒色

KBCカマダ帯広市ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ滝口　勇二B-a-2131黒色

サイクルズワカサ札幌市ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ山田　信孝B-a-2132黒色

フヂヤ薬局HC札幌市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 佐藤　和彦B-a-2133黒色

2RCN名寄市ｶﾝﾊﾞﾗ ﾄｷﾄ上原　時人B-a-2134黒色

札幌市ﾖｼﾀﾞ ﾀｲﾄ吉田　泰斗B-a-2135黒色
初参加ですが、完走を目指して
最後まで走り抜きます。滝川市ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ藤原　　歩B-a-2136黒色

レースを楽しみにしています。静内保健所浦河郡ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾁﾋｻ本多　倫尚B-a-2137黒色
今年、最後のレース。千切れない
ように何とかついていきまーす。札幌車連空知郡ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ鈴木　省吾B-a-2138黒色

ROAD☆STAR東京都ｱｻｶﾞ ｻﾄｼ朝賀　聡志B-a-2139黒色

今年こそ完走！VLAAMS東京都ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ松澤　　一B-a-2140黒色

神奈川県ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ北川雄一朗B-a-2141黒色

TEAM KIDS沖縄県ｲｹﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ池田耕一郎B-a-2142黒色

千歳市ｵｵｽﾐ ﾀｶﾄﾓ大住　貴知B-a-2143黒色

チームオーベスト東京都ﾄｻ ｱｷﾗ土佐　　明B-a-2144黒色

石狩郡ｲﾁｶﾜ ｼｹﾞﾋｺ市川　滋彦B-a-2145黒色

チームCB神奈川県ﾐﾔｲ ﾀｹｼ宮井　岳志B-a-2146黒色

札幌市ﾉｻﾞｷ ﾏｻｼ野崎　雅嗣B-a-2147黒色

勇払郡ｸﾎﾞ ｼｮｳｼﾞ久保　昌二B-a-2148黒色

３クラス　高校生【J-1】

富川中学校沙流郡ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ小橋　勇利ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)201ｵﾚﾝｼﾞ

ガンバリマス！西尾兄弟札幌市ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ西尾　勇人ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)202ｵﾚﾝｼﾞ

北見市ﾖﾈﾀ ｼｭｳﾍｲ米田　周平ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)203ｵﾚﾝｼﾞ

札幌市ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ中村弘之輔ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)204ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ｱｻｲ ﾀｲｶﾞ浅井　大河ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)205ｵﾚﾝｼﾞ
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北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾄ出口　優斗ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)206ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾅｶﾞｾ ｼｭｳﾍｲ長瀬　秀平ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)207ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ原田　涼介ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)208ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾆｲﾀﾞ ﾕｳﾏ新井田裕真ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)209ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ奥山　翔太ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)210ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾂﾙｶﾞ ﾐﾂｱｷ敦賀　光暁ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)211ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾖｼ平野　智義ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)212ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ｻﾄｳ ｲｯｾｲ佐藤　一世ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)213ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾜｼｽﾞｶ ﾘｸ鷲塚　　陸ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)214ｵﾚﾝｼﾞ

函館大谷高校函館市ﾀﾜﾗ ﾋｻﾅﾘ俵　　央育ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)215ｵﾚﾝｼﾞ

札幌市ｼﾉｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ篠島　　翼B-a-3216ｵﾚﾝｼﾞ

小樽AC小樽市ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ伊藤　舜紀ｽﾃｰｼﾞ（Ba-3)218ｵﾚﾝｼﾞ
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４クラス　中級者【S-3】

サッポロファンライド札幌市ｻﾄﾅｶ ﾋﾛｱｷ里中　寛明ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)301青色

打倒去年の自分！酪農学園大学自転
車部札幌市ｲｼｲ ｺｳﾍｲ石井　光平ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)302青色

目標は、「落車せずに完走す
る」

室工大サイクリング
部室蘭市ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ阿部　将仁ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)303青色

NSR札幌市ﾖｺｲ ﾁﾋﾛ横井　千尋ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)304青色

チーム輪駄札幌市ｶﾜﾉ ﾀｶﾏｻ河野　喬政ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)305青色

旭川RRT旭川市ﾄﾋﾞﾀ ﾂｸﾞｷ飛田　亜樹ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)306青色

転けても…泣かないっ！TEAM AMiGos札幌市ﾉﾂﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ野妻　洋充ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)307青色

今年はコースを間違えないゾ。旭川ロードレーシン
グ旭川市ｲﾅｶﾞｷ ｹｲ稲垣　　啓ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)308青色

日 の々イメトレの成果を出します！浦河郡ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼｹﾞ吉田　勝茂ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)309青色

ガッツだぜ！お父さん頑張るよ！旭川RRT旭川市ﾏﾝﾈﾝ ﾅｵﾄ万年　尚人ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)310青色

旭川RRT旭川市ﾎｼ ﾃﾂﾔ星　　徹也ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)311青色
北海道の風を感じながら、がん
ばります。チーム.．ラッキー31愛知県ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ田中　　斉ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)312青色

チームBMレーシン
グ千葉県ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ宮沢　裕司ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)313青色

Team BIG岩見沢ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ森　　大輔ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)314青色

くるみ、ママちゃん、がんばるぞLEGON札幌市ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ坂本　伸吾ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)315青色

札幌市ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ山本　栄治ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)316青色

ご安全に！TEAM Limits室蘭市ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ高橋　達也ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)317青色

ロードキッズ札幌市ｵｵｴ ｵｻﾑ大江　　治ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)318青色

TEAM NISEKO虻田郡ﾃﾞﾆﾝｸﾞ ﾏｼｭｰ��������	

���ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)319青色

下りでは負けません恵庭レーシング恵庭市ｽﾐ ﾀｶﾋﾛ鷲見　孝浩ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)320青色

TEAM NISEKO虻田郡ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ伊藤　彰宏ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)321青色

DOKYU,RC札幌市ﾅｶﾆｼ ﾀｲｼﾞ中西　泰司ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)322青色
ミツキ・タイキ・ジイチャンハガ
ンバルゾ

旭川ロードレーシン
グC旭川市ｻｻｷ ﾖﾘﾋｻ佐々木順久ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)323青色

本気を出すと変身します札幌学院大学自転
車部札幌市ｵｶﾑﾗ ｺｳﾖｳ岡村　洸揚ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)324青色

落車だけはしないぞ・・・！！！KITCC北見市ｳｴﾉ ｷｮｳﾍｲ上野　恭平ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)325青色

落者にならない札幌市ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾄ吉村　拓斗ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)326青色

晴れたらいいなぁN・ウインズ北見市ｻｶｲ ｲﾀﾙ坂井　　格ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)327青色

完走目指して頑張るぞ！　C. JiFUNiTA岩手県ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ山崎　琢也ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)328青色

上総富士千葉県ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞ山内　有二ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)329青色

上総富士千葉県ﾀﾞﾃ ﾖｼﾃﾙ伊達　雅輝ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)330青色

サイクルズワカサ札幌市ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ林　健次郎ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)331青色
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木魚を見ると叩きたくなる。ペダ
ルを見ると回したくなる。北広島ﾀｹﾜｷ ﾑﾂﾐ竹脇　　睦ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)332青色

札幌市ｼﾏﾀﾞ ｸﾆｵ島田　邦夫ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)333青色

室蘭市ｺｳｽﾞｷ ﾕｳﾏ上月　祐真ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)334青色

静内消防署新ひだﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ田中　達也ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-4)335青色
酪農学園大学自転
車部江別市ｸﾁｷ ﾕﾀｶ朽木　　豊B-b-4336青色

旭川RRT旭川市ｻｼﾞ ﾅｵﾋﾄ佐治　直人B-b-4337青色
NCコインロッカーフ
ライヤーズ北見市ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ井上　明彦B-b-4338青色

埼玉県ﾃﾗｸﾎﾞ ｶｽﾞｱｷ寺久保一晃B-b-4341青色
北海道大学自転車
競技部札幌市ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ武田　雄太B-b-4342青色

デ・シクロ・ペダリ千歳市ﾐﾔｹ ﾄｼｱｷ三宅　寿昭B-b-4343青色

TEAM GIRO千葉県ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝｼﾞ畠山　健次B-b-4344青色
TEAM 
CYCLEPLAZA江別市ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ齊藤　健志B-b-4345青色

NSR札幌市ｷﾀﾉ ｹｲｼﾞ北野　圭二B-b-4346青色
NCコインロッカーフ
ライヤーズ江別市ｻﾄｳ ﾀｹｼ佐藤　武士B-b-4347青色

今年もゴールまで集団で行くぞ
ー！TEAM NISEKO虻田郡ｷﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ木村　俊一B-b-4348青色

室蘭市ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ小倉　広大B-b-4349青色

恵庭レーシング恵庭市ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾋﾛ竹内　敏博B-b-4350青色

完走するぞ酪農学園大学自転
車部江別市ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ森　章太郎B-b-4351青色

千歳市ｺｲｹ ﾋｻｼ小池　　尚B-b-4352青色

全力疾走札幌市ｲﾘｴ ﾔｽﾀｶ入江　康貴B-b-4353青色

去年の成績以上！頑張ります。旭川RRT旭川市ｲﾜﾓﾘ ﾏｻﾕｷ岩森　昌幸B-b-4354青色

HAKODATE RC函館市ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ伊藤　貴幸B-b-4355青色

TEAM KAI東京都ﾊﾀﾉ ﾋﾄｼ波多野仁志B-b-4356青色

club bikeaholic小樽市ｲﾘｲ ﾏｻﾄｼ入井　正俊B-b-4357青色

シャカリキ～　がんばりまっせ！NISEKO/YOHTEI 
C.S.C小樽市ﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ田村　　仁B-b-4358青色

札幌市ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾝｲﾁ上條　憲一B-b-4359青色

サイクルズワカサ札幌市ｲﾉｳｴ ﾐﾁｵ井上　道夫B-b-4360青色
旭川医科大学サイ
クリング部旭川市ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｽｹ大坪　優介B-b-4361青色

旭川市ﾃﾗﾑﾗ ﾀｶﾔ寺村　崇哉B-b-4362青色
旭川医科大学サイ
クリング部旭川市ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾘ金子　隆則B-b-4363青色

TEAMアティック札幌市ｶﾜｲ ﾘｮｳ河井　　亮B-b-4364青色
旭川医科大学サイ
クリング部旭川市ﾆｼｺｼ ﾀｶﾋﾛ西越　崇博B-b-4365青色
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アティック札幌市ｸﾄﾞｳ ｻﾄｼ工藤　諭志B-b-4366青色

北見工業大学北見工ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ坂本　広太B-b-4378青色

北見工業大学北見工ｺﾝﾉ ﾕｳｽｹ紺野　裕介B-b-4379青色

北見工業大学北見工ﾄｶﾞｼ ﾋﾛﾅﾘ富樫　宏成B-b-4380青色

５クラス　初級者40歳未満【S-4】

京都府ｶﾜﾁ ｻﾄｼ河内　　敏ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)401水色

恵庭レーシング恵庭市ｻｻﾔ ﾀｶﾋﾛ笹谷　隆宏ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)402水色

札幌市ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ横山　浩之ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)403水色

寿都郡ｸﾄﾞｳ ｻﾄｼ工藤　郷司ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)404水色

旭川RRT旭川市ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ田中　淳一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)405水色

鉄人未遂芦別市ｺﾔﾏ ｹｲﾀ小山　慶太ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)406水色

デ・シクロ・ペダリ富良野ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ鈴木　一平ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)407水色

完走します！！！！！HRC千歳市ﾐｶﾜ ｹﾝｼﾞ三川　賢二ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)408水色
ぷらざんぬ・で・じゅ～魂です
監督よろしく

TEAM 
CYCLEPLAZA札幌市ﾓｷﾞ ﾋﾛｼ茂木　　洋ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)409水色

札幌　EVYLOCK　、ツール走
ります！！札幌市ｵﾉ ﾐﾁﾖｼ小野　道紀ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)410水色

HAKODATE CITY 
RC函館市ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ山田　晋也ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)411水色

初参加です。がんばります。TEAMアティック.札幌市ｼﾗｲｼ ﾘｭｳｲﾁ白石　竜一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)412水色

石狩市ﾊﾙｷ ﾀｶﾕｷ春木　貴之ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)413水色

MKⅢ神奈川県ｲｹｳﾗ ﾀｸﾐ池浦　　巧ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)414水色

MKⅢ神奈川県ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ手嶋　実樹ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)415水色

チームアティック.札幌市ﾂｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ佃　　昌幸ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)416水色

RCアベニュー札幌市ｱｻﾉ ﾄﾓﾕｷ浅野　智之ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)417水色
去年よりがんばる。３日間走りき
る！！函館市ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ須藤　大助ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)418水色
参加できる幸せをかみしめなが
ら走りますTEAMアティック.帯広市ｱｼｶｶﾞ ﾔｽｼ足利　　寧ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)419水色

今年も楽しみです！チームポテト札幌市ｱｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ秋元　謙一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)420水色

勝負にいきます札幌市ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｻﾄﾙ重延　　覚ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)421水色

JayParker札幌市ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ野村　　亨ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)422水色

満腹！MKⅢ神奈川県ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ千田　和幸ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)423水色

自力で。HAKODATE RC函館市ﾃﾗｲ ｴｲｼﾞ寺井　英治ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)424水色

苫小牧ﾐﾉｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ簔口　哲郎ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)425水色

NATURAL.WINDSよろしくNATURAL.WINDS常呂郡ﾊﾅｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ花岡　英彰ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)426水色

JayParker札幌市ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾋﾄ立花　誠人ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)427水色
昨年に続き２回目の参加です。
がんばります！恵庭レーシング恵庭市ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ薮�　高広ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)428水色

札幌市ｵｷﾞｭｳ ｱｷﾗ尾久　　聡ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)429水色
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札幌市ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ向　　弘之ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)430水色

エキップ・ノール江別市ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ佐藤　正彦ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)431水色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｷﾘｳ ﾀﾀﾞｼ桐生　　匡ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)432水色

札幌市ﾐﾔｵ ｹｲｲﾁ宮尾　敬一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)433水色
今年も完走をめざしガンバリマ
ス！？SFRC札幌市ｷﾀｶﾄﾞ ｼｹﾞﾙ北角　　繁ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)434水色

デ・シクロ・ペダリ江別市ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾖｼ松田　幸良ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)435水色

走りきれるよう頑張ります。千葉県ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ武田　和也ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)436水色

札幌市ｵｵﾀ ｾﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ大田善三郎ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)437水色

めざせ!3日間完走!!Bobbish旭川市ﾑﾛﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ室橋　英人ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)438水色

完走目指して頑張ります！Bobbish旭川市ｵｵﾑﾗ ｹﾝｲﾁ大村　健一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)439水色

３日間完走が目標です。帯広市ﾓﾒﾝ ﾋﾛｱｷ木綿　博昭ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)440水色

Team Limits室蘭市ｾｷｶﾜ ﾉﾘﾄ関川　純人ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)441水色

DOKYU,RC札幌市ﾅﾝﾊﾞ ﾏｺﾄ難波　　信ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)442水色

N.ウインズ北見市ｻﾄｳ ﾋﾛﾋﾄ佐藤　裕人ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)443水色

RCアベニュー札幌市ﾃｻﾞｷ ｵｻﾑ手崎　　修ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)444水色

フジタ産業登別市ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｼ山本　　久ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)445水色
㈱エネオスフロンテ
ア千歳市ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ大川　達也ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-5)446水色

神奈川県ｵｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ尾崎　良幸B-b-5447水色
迷惑かけないで無事にゴールし
たいです。帯広市ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ佐藤　安彦B-b-5448水色

札幌市ｵｵﾂｷ ﾋﾛｼ大月　博司B-b-5449水色

ツールド北海道初参加です。札幌市ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ水野　貴紀B-b-5456水色

Bicycle Salon埼玉県ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ内田　浩幸B-b-5457水色

Road kids札幌市ｷﾑﾗ ｴｲｷ木村　英樹B-b-5458水色

札幌市ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾀ梅村　康太B-b-5459水色

恵庭レーシング恵庭市ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ北原　英範B-b-5460水色

TEAM NISEKO虻田郡ｱﾗｲ ｽｽﾑ荒井　　進B-b-5461水色

札幌市ﾔﾏｼﾝ ﾏｻﾕｷ山真　雅之B-b-5462水色

TEAM アティック千歳市ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ富永　大介B-b-5463水色

札幌市ｲｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ石山　悠介B-b-5464水色

帯広市ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ石井　健一B-b-5465水色

サイクルズワカサ札幌市ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ前田　明宏B-b-5466水色

二海郡ﾂﾁﾔ ｼﾝｲﾁ土谷　伸一B-b-5467水色

江別市ﾈｷﾞｼ ｼﾉﾌﾞ根岸　　忍B-b-5468水色

上磯郡ｶﾅｻﾞﾜ ﾔｽｱｷ金澤　靖明B-b-5469水色
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江別市ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ齊藤　光祐B-b-5470水色

札幌市ﾄﾋﾞﾀ ｹﾝﾀ飛田　健太B-b-5471水色

がんばります！神奈川県ﾋﾛｵｶ ｼﾝｼﾞ廣岡　慎史B-b-5472水色

帯広市ｾﾄ ｱｷﾋﾛ瀬戸　朗宏B-b-5473水色
まずは完走。力を出し切りたい。
K-style Racing室蘭市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ小林　　誠B-b-5474水色

札幌市ｱﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ阿部　　豊B-b-5475水色

札幌市ﾏｴﾀﾞ ｹｲｽｹ前田　圭介B-b-5476水色

走るモデラー。走る人改師。SFRC札幌市ｵｻﾅｲ ﾀﾛｳ長内　太郎B-b-5477水色

O-ZAPPA札幌市ﾀｶｻｷ ｱｷﾗ高崎　　晃B-b-5478水色

club bikeaholic小樽市ﾋﾗﾂｶ ﾜﾀﾙ平塚　　渉B-b-5479水色

完走できるように頑張ります。札幌市ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ菅原　健太B-b-5480水色

完走が目標です。札幌市ﾊｼﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ橋本　　昇B-b-5481水色

小樽市ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ山田　武志B-b-5482水色

室蘭市ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ菅原　良助B-b-5483水色

けがをしないようにします札幌市ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ佐々木紀幸B-b-5484水色

恵庭レーシング恵庭市ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ黒田　佳史B-b-5485水色

北斗市ｽﾐﾀ ﾋﾛｼ炭田　　浩B-b-5486水色

安全第一で楽しみます。TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅﾗ ﾊｼﾞﾒ奈良　　一B-b-5487水色

リベンジ！アティック千歳市ﾖﾈﾔ ﾄｼﾋﾛ米谷　敏宏B-b-5488水色

HAKODATE RC函館市ﾀﾅｶ ｱｷﾗ田中　　朗B-b-5489水色

西区山ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾖｼ江口　敬良B-b-5490水色
一橋大学サイクリン
グ部帯広市ｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ嘉藤　亮佑B-b-5491水色

札幌市ｻﾄｳ ｶﾂﾗ佐藤　　桂B-b-5492水色

札幌市ｵｵﾊﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ大場雄一郎B-b-5493水色

札幌市ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾄ永沼　秀都B-b-5494水色

自転車だけが僕の生きがい！チームタイド札幌市ｸﾗ ﾃﾙﾕｷ倉　　輝幸B-b-5495水色

ハッスルハッスルーチャッカーベガスベガス札幌市ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ鈴木　健一B-b-5496水色

ベガスベガス札幌市ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ半田　　学B-b-5497水色
今年は、２回目の参加なので、
上位を目指す札幌市ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ橋本　吉樹B-b-5498水色

札幌市ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ高橋　英喜B-b-5499水色

札幌市ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ宮嶋　秀行B-b-5500水色

石狩市ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾅﾘ高橋　知成B-b-5501水色
ツール・ド・北海道初参戦！どこ
まではしれるか？NECコインロッカー札幌市ﾐﾔｶﾜ ﾀｸﾔ宮川　卓也B-b-5502水色

札幌市ｱﾀﾞﾁ ｹｲﾀ足立　恵太B-b-5503水色
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ファントムエコパワー苫小牧ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ山本　　修B-b-5504水色

ファントムハイパワー札幌市ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ永田　友貴B-b-5505水色

６クラス　初級者55歳未満【S-5】

ZELKOVA・RC埼玉県ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ山田　雄大ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)601緑色

江別市ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾙ中村　　優ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)602緑色

埼玉県ﾔﾅｲ ﾐﾉﾙ柳井　　稔ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)603緑色

完走を目標にがんばります。江別市ﾐﾀﾆ ﾜﾀﾙ三谷　　渉ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)604緑色
失格にならないようにがんばりま
す。河東郡ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ杉本　賢二ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)605緑色

札幌市ｺﾏﾂ ﾕｳｼﾞ小松　祐司ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)606緑色

今年はチームパンダで走ります。チームパンダ札幌市ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ伊藤　一雄ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)607緑色

京浜ピストクラブ神奈川県ﾌｼﾞﾋｻ ﾀｹｼ藤久　　健ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)608緑色

GAS PANIC SP札幌市ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋｺ後藤　政彦ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)609緑色

札幌車連千歳市ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ佐藤　好浩ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)610緑色

虻田郡ﾜｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ若松　健司ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)611緑色

NCコインロッカーF旭川市ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ岩渕　勝博ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)612緑色

旭川市ｵｻﾅｲ ﾕｳｲﾁ小山内雄一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)613緑色
今年は、リハビリを兼ねて安全
走行パンダ江別市ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ田中　　勝ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)614緑色

チームSUN河東郡ｵｵﾀ ﾋﾛｼ太田　浩司ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)615緑色
NCコインロッカーフ
ライヤーズ旭川市ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ中川　仁志ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)616緑色

室蘭市ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ守田　好宏ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)617緑色

３種目、完走！室蘭市ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ菅原　英昭ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)618緑色
ステージ完走めざして楽しみま
す！JPOWER札幌市ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ高橋　正則ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)619緑色

札幌市ｸﾘｷ ｼｹﾞﾅｵ栗木　繁直ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)620緑色

今年も落車はごめんだ～札幌市ｵｵﾂｷ ｺｳｲﾁ大槻　貢一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)621緑色

札幌市ﾌｸｲ ﾄﾓｷ福井　友規ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)622緑色
チームパンダのみんなに後れをとら
ないよう頑張りたいと思います。チームパンダ札幌市ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｷ高木　広樹ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)623緑色

がんばりますフェニックスメムロレ
ーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ｻﾄｼ松山　智志ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)624緑色

サイクルズワカサ札幌市ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ斉藤　祐介ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)625緑色

転びませんように・・・。札幌市ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋｺ千葉　正彦ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)626緑色

デシクロペダリです！デシクロペダリ千歳市ﾀﾈﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ種村　之宏ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)627緑色

室蘭市ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾀｶ小柳　浩孝ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)628緑色
今年も、更なる自分に挑戦しま
す。SCSC札幌市ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐ古田　喜三ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)629緑色
Ｓ－５クラス最年長★歳を感じ
させないぞ！夕張郡ｺﾏﾀﾆ ｵｻﾑ駒谷　　修ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-6)630緑色

帯広市ｶﾅﾔ ﾔｽﾐﾁ金谷　安通B-b-6631緑色
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初参加、今後は毎回参加し楽し
みます(株)オノデラ旭川市ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵﾐﾁ小野寺直道B-b-6632緑色

室蘭MRC室蘭市ｻｲﾄｳ ﾏｻｼﾞ齊藤　正次B-b-6640緑色
自転車は地球を救う？でも、口か
ら二酸化炭素

フェニックススキー
チーム河西郡ｱｼｻﾞﾜ ﾐｷﾞﾌﾐ芦沢　右史B-b-6641緑色

出場２年目です。最後まで全力
で走ります！小樽市ｴﾋﾞﾅ ｱｷﾉﾘ海老名晃典B-b-6642緑色
メタボ対策で始めた初級者で
す。無落車、完走が目標です。室蘭市ﾐｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ三木田秀明B-b-6643緑色

恵庭レーシング恵庭市ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ清水　卓也B-b-6644緑色

札幌市ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾖｼ近藤　晴義B-b-6645緑色

札幌市ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ川村　浩文B-b-6646緑色
この日のために毎日猛練習をし
てきましたチームタイド札幌市ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ水口　孝之B-b-6647緑色

サイクルズワカサ札幌市ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾋｺ寺澤　勝彦B-b-6648緑色

苫小牧ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ高橋　隆之B-b-6649緑色

ゴール目指して、走るのみ！菊池エンジン札幌市ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ清水　貴志B-b-6650緑色

目指せ完走！菊池エンジン札幌市ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄﾙ丸山　　諭B-b-6651緑色

万次郎さん’S小樽市ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ伊藤　雅浩B-b-6652緑色
晴れますように！向かい風になりま
せんように（笑菊池エンジン北広島ｸﾎﾞ ﾃﾙﾋﾛ久保　輝洋B-b-6653緑色

来年頑張りますｗ江別市ｻｻｷ ｱｷﾋﾄ佐々木章人B-b-6654緑色
ロード暦４年、四十にして初挑
戦。完走を目指す。菊池エンジン札幌市ｼｭｸﾅﾐ ﾉﾘﾌﾐ宿南　宣文B-b-6655緑色
鈍速ランタンルージュ号、3年ぶ
りの出場！

網走支店/ORVIS網
走網走市ﾄﾐﾊﾗ ﾑﾂﾐ富原　　睦B-b-6656緑色

新城、別府の次は俺だ！（足ツー
ル・ド・仏）伊達市ｲｼｲ ﾀﾂﾔ石井　達也B-b-6657緑色

自分に負けるな、完走するぞ！Road KIds札幌市ｱｽﾞﾏ ﾓﾄｷ東　　　基B-b-6658緑色

ゆうちゃん頑張る！！伊達市ｵｵｼﾏ ﾂﾈｱｷ大嶋　恒晃B-b-6659緑色

埼玉県ﾀｶﾀ ﾖｼﾕｷ高田　芳廉B-b-6660緑色

苫小牧ｲｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ池田　勇登B-b-6661緑色

上川郡ｱｻﾉ ﾋﾃﾞｷ朝野　秀基B-b-6662緑色

勝っちゃうかもよ！虻田郡ｺﾝ ﾏｻｷ今　　正己B-b-6663緑色
ダンガリーチームの皆さん、がん
ばります！ダンガリー江別市ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ斉藤　雄司B-b-6664緑色

SFRC札幌市ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ中島　伸二B-b-6665緑色

江別市ﾖｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ吉田　　肇B-b-6666緑色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ菅原祐一郎B-b-6667緑色

余市郡ｲﾇｲ ﾋﾃﾞｱｷ乾　　秀明B-b-6668緑色
年齢以上の成果が出せるよう頑
張ります。勇払郡ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷｵ五十嵐幸雄B-b-6669緑色

室蘭市ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝ千葉　　淳B-b-6670緑色

様似郡ｻｻｷ ﾘｮｳｲﾁ佐々木良一B-b-6671緑色

札幌市ｴﾁｺﾞ ﾄｼﾕｷ越後　敏之B-b-6672緑色
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10年ぶりの参加ついていけるか
心配特になし札幌市ﾆﾉﾀ ﾉﾘﾋｺ二ノ田のりひこB-b-6673緑色
CRCの皆へ今年も殿りはキッチリ
勤めます伊達市ｺｸﾞﾏ ﾏｻﾕｷ小熊　雅行B-b-6674緑色

様似郡ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾋﾃﾞ池田　博英B-b-6675緑色
北海道を走るのが夢でした。頑
張ります。feel wind/坂とれ会埼玉県ﾀﾆﾉ ﾜﾀﾙ谷野　　亘B-b-6676緑色

とりあえず完走目標！(^^)札幌市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｼ渡辺　精士B-b-6677緑色

札幌市ｸﾎﾞ ｷｻﾌﾞﾛｳ久保喜三郎B-b-6678緑色

チームSUN足寄郡ｱｻﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ浅見優次郎B-b-6679緑色

全力で頑張ります！室蘭市ｲﾘｴ ｷﾖｼ入江　　清B-b-6680緑色

初レース！RSR恵庭市ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ古谷　　信B-b-6681緑色

札幌市ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ川上　宏喜B-b-6682緑色

札幌市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ渡辺　直樹B-b-6683緑色

札幌市ｻﾄｳ ﾖｼｽﾞﾐ佐藤　義純B-b-6684緑色

札幌市ﾎｼﾔﾏ ﾁｶﾋﾛ星山　親弘B-b-6685緑色

札幌市ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ永井　　淳B-b-6686緑色
チームタイド結成１年全員完走
を目指しますチームタイド江別市ﾃﾗｵｶ ｼｭｳｲﾁ寺岡　秀一B-b-6687緑色

札幌市ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ高橋　秀之B-b-6688緑色

サイクルズワカサ札幌市ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ山本陽一郎B-b-6689緑色

旭川市ｻﾄｳ ﾘｭｳｼ佐藤　竜志B-b-6690緑色

札幌市ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾋﾄ安川　嘉仁B-b-6691緑色

札幌市ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ田中　敏一B-b-6692緑色

東京都ｾｷﾔ ﾃﾂﾛｳ関谷　哲郎B-b-6693緑色

楽しんで走ろうと思います。札幌市ｶﾚｷ ﾄｼﾔ枯木　敏哉B-b-6694緑色

札幌市ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ中山　貴仁B-b-6695緑色

エニクレーシング恵庭市ﾌｸﾊﾗ ｲｸｵ福原　育夫B-b-6696緑色

札幌市ﾀｶﾉ ｶｵﾙ高野　　薫B-b-6697緑色
レースに参加するのは初。まずは
無事完走！札幌市ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ中村　　章B-b-6698緑色

恵庭レーシング恵庭市ｷﾀ ﾐﾂﾖｼ喜多　充義B-b-6699緑色
3年ぶりのレースです　頑張って
完走します。上川郡ｼﾌﾞﾔ ﾏｻｶｽﾞ渋谷　正勝B-b-6700緑色

team Fitte東京都ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ斉藤　隆幸B-b-6706緑色

７クラス　初級者55歳以上【M】

神奈川県ﾏﾂｲ ﾀﾂﾋｺ松井　達彦ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)751紫色

小樽市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ小林　正裕ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)752紫色

気持ちだけは何時も全力疾走！札幌市ｻﾄｳ ﾀｶｼ佐藤　　隆ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)753紫色

網走市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾌﾐ渡辺　俊文ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)754紫色
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RCアベニュー札幌市ｱｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ芦�　純一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)755紫色

BMレーシング千葉県ｱﾗｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ荒生　純一ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)756紫色

札幌市ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｷ安藤　源基ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)757紫色

今年も完走めざして頑張ります室蘭サイクルナイツ室蘭市ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐ村上　昌美ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)758紫色

留萌市ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ三島　　茂ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)759紫色

広大な北海道の大地で走りたいセマスR新松戸埼玉県ｲﾁｶﾜ ﾂﾈｵ市川　恒雄ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)760紫色
昨年は初出場で初落車。今年は
笑顔でゴール旭川RRT旭川市ﾐﾔｺｼ ﾀｶｼ宮越　隆司ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-7)761紫色

ダイハツ・ボンシャ
ンス河東郡ﾉﾌﾞﾀ ﾀﾓﾂ信太　　保B-b-7762紫色

KBCカマダ河東郡ｲｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊﾙ石澤　一治B-b-7763紫色

虻田郡ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞﾖ梅本　秀世B-b-7764紫色

苫小牧ｲｽﾞﾀ ｾｲｷ伊豆田誠紀B-b-7765紫色
今年70歳老兵全力を出して走り
ます登別市ｺﾞｸﾞﾝ ﾄﾐｵ五郡　富夫B-b-7766紫色

帯広市ﾏﾁﾀﾞ ﾐﾁﾖ町田巳千代B-b-7770紫色

河東郡ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ渡辺　修二B-b-7771紫色

デーシクロ・ペダリ札幌市ｻﾜﾑﾗ ﾕﾀｶ澤村　　豊B-b-7772紫色

恵庭レーシング恵庭市ｺｼﾞﾏ ｺﾞﾛｳ小島　五郎B-b-7773紫色

石狩市ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ内藤　　純B-b-7774紫色

埼玉県ｳｼｵﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ潮田　教弘B-b-7775紫色

函館市ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｱｷ滝川　宏明B-b-7776紫色

NTT-ME札幌市ﾊﾀ ﾋﾛｼ畠　　　宏B-b-7777紫色

旭川市ﾀﾅｶ ﾕｽﾞﾙ田中　　弦B-b-7778紫色

札幌市ｵｵｸﾗ ｹﾝｲﾁ大倉　賢一B-b-7779紫色
今年も完走を目指します。風のな
いことを祈ってます。札幌市ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶｼ出口　　隆B-b-7780紫色

道測協札幌市ｷｸﾁ ﾂﾖｼ菊地つよしB-b-7781紫色
ツールドの雰囲気を楽しみたい
です恵庭レーシング恵庭市ﾋｻﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ久村　隆一B-b-7782紫色

札幌市ｶﾐﾔ ﾏｻﾙ神谷　　勝B-b-7783紫色

目標完走！club bikeaholic栃木県ﾋﾗﾂｶ ﾏｻﾐﾂ平塚　正光B-b-7784紫色

北広島ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ鈴木　克昌B-b-7785紫色
人生最初で最後の挑戦ですゴ
ールを目指せ？室蘭SBRC室蘭市ﾓﾘﾜｷ ﾔｽﾀﾀﾞ森脇　安忠B-b-7786紫色
交通ルールを守り安全にゴール
を目指します釧路市ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ安藤　晴樹B-b-7787紫色

室蘭市ﾂｶﾀﾞ ﾖｼﾐ塚田　義美B-b-7788紫色

札幌市ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ�橋　雅敏B-b-7789紫色

北広島ｻｻｷ ｾｲｿﾞｳ佐々木征三B-b-7790紫色

室蘭市ｷｸﾁ ﾋﾛｸﾆ菊地　博邦B-b-7791紫色
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札幌信用金庫江別市ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾙ三橋　　勝B-b-7792紫色

音更町ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ佐々木孝博B-b-7793紫色

河東郡ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ渡辺　敏夫B-b-7794紫色

８クラス　中学生男子【C-1】

ハシルゼー！ワカチコワカチコ西尾兄弟札幌市ﾆｼｵ ｹｲﾄ西尾　憲人ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-8)801黄色

最後まで全力で走るフェニックスメムロレ
ーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ松山　大悟ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-8)802黄色
TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅｶﾔ ﾕｳｽｹ中谷　優介ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-8)803黄色

カゲイコウヘイ　ガンバリマスプリマベーラ函館市ｶｹﾞｲ ｺｳﾍｲ影井　功平ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-8)804黄色

DOKYU RC札幌市ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｺﾞ難波　秀伍ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-8)805黄色
ツール初参戦です。なので目標
は完走しますNOKOムラヤマ夕張郡ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ�橋　純暉B-b-8806黄色

最後まで走り抜きます！札幌アルペンスキー
スポーツ少年団札幌市ﾅﾘﾀ ｲｵﾘ成田　伊織B-b-8807黄色

余市郡ｲﾇｲ ﾀｸﾛｳ乾　　拓朗B-b-8808黄色
TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅﾗ ﾀﾀﾞﾋｺ奈良　忠彦B-b-8809黄色

元気にはしります！AMAZON　
ADVENTURE砂川市ｲｹｼﾞﾏ ｹﾞﾝｷ池島　元気B-b-8810黄色

９クラス　女子・中学生女子【L-1】

がんばります。札幌アルペンスキー
スポーツ少年団札幌市ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ菅原　美里ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-9)901赤色

サイクルズワカサ札幌市ﾖﾈﾀ ｶｽﾞﾐ米田　和美ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-9)902赤色

ロードで足切りの予感～…。旭川市ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ池田　祐子ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-9)903赤色

札幌市ｲｹﾀﾞ ﾕﾒｺ池田ゆめこｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-9)904赤色

道南　草連函館市ﾑｶｲ ﾐﾉﾘ向　美乃里ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-9)905赤色

ファントムハイパワー千歳市ﾄﾖﾀ ﾕｷｴ豊田　幸枝ｽﾃｰｼﾞ（Bｂ-9)906赤色

東京都ｳｼｵ ﾙﾅ潮　　るなB-b-9910赤色

札幌市ｻﾜﾀﾞ ﾏﾐ澤田　牧見B-b-9911赤色

SFRC札幌市ｲﾄｳ ﾕｳｷ伊藤　優希B-b-9912赤色

絶対に完走します！O-zappa札幌市ﾊｯﾀ ｼﾞｭﾝｺ八田　純子B-b-9913赤色

Team BIG札幌市ﾊﾔｼ ｱｷｺ林　　暁子B-b-9914赤色

TEAM KAI東京都ﾊﾀﾉ ﾋﾛｺ波多野宏子B-b-9915赤色
初参加、ベストよりも完走！感動！
達成感！札幌市ｻｻｷ ｷﾖﾐ佐々木清美B-b-9916赤色

札幌アルペンスキー
少年団札幌市ｵｸｲ ﾌﾐ奥井　　迪B-b-9917赤色

自分の力を出し切りたいバイキンマンとドキ
ンちゃん旭川市ｱﾝﾄﾞｳ ｱｻ安藤　　麻B-b-9918赤色
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１クラス　JCF登録選手(男女)【エリート】

家族に感謝！！Team Niseko室蘭市ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾉﾌﾞ村上　禎信ｽﾃｰｼﾞ（C-1)1白色
ダイハツボンシャン
ス札幌市ｸﾏｻｶ ｶｽﾞﾔ熊坂　和也ｽﾃｰｼﾞ（C-1)2白色

北海道の皆様と一緒に走るのが
楽しみです！チームCB千葉県ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ高橋　義博ｽﾃｰｼﾞ（C-1)3白色

N.ウィンズ網走市ｻﾄｳ ﾁｶﾗ佐藤　　力ｽﾃｰｼﾞ（C-1)4白色
北海道札幌出身　岩見沢は母
方に故郷ですチーム物見山東京都ｱｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ浅倉　則之ｽﾃｰｼﾞ（C-1)5白色

TEAM NISEKO虻田郡ﾍﾞﾝ ｶｰ��������ｽﾃｰｼﾞ（C-1)6白色

法定速度厳守網走郡ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ三浦謙太郎ｽﾃｰｼﾞ（C-1)7白色

Team ARI神奈川県ｲﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ今田　裕一ｽﾃｰｼﾞ（C-1)8白色

DOKYU RC室蘭市ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾔ小川　徳哉ｽﾃｰｼﾞ（C-1)9白色
VOLCA オードビー 
BOMA uvex旭川市ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ坂口　秀紀ｽﾃｰｼﾞ（C-1)10白色

novello札幌市ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ村田　和法ｽﾃｰｼﾞ（C-1)11白色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｲﾉﾏﾀ ｷﾖｼ猪又　　靖ｽﾃｰｼﾞ（C-1)12白色

Team ARI神奈川県ｱﾘﾓﾁ ﾏｻﾋﾄ有持　真人ｽﾃｰｼﾞ（C-1)13白色

NSR埼玉県ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝﾔ今野　順哉ｽﾃｰｼﾞ（C-1)14白色

NSR河西郡ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ ﾌﾞﾗｲｱﾝアンダーソン�ブライアンｽﾃｰｼﾞ（C-1)15白色

ステージレースを楽しみます！Racing CUBE神奈川県ｱｵｷ ﾘｸ青木　　陸ｽﾃｰｼﾞ（C-1)16白色

チーム輪駄札幌市ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ近藤　俊幸ｽﾃｰｼﾞ（C-1)17白色
初の地元でのレース。頑張りま
す。SFRC旭川市ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ寺田　和格ｽﾃｰｼﾞ（C-1)18白色

チーム輪駄札幌市ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ�橋　裕人ｽﾃｰｼﾞ（C-1)19白色

DOKYU,RC札幌市ｳﾁﾔﾏ ｺﾞｳ内山　　剛ｽﾃｰｼﾞ（C-1)20白色

稚内RC芦別市ﾀﾅｶ ｺﾞｳ田中　　豪ｽﾃｰｼﾞ（C-1)21白色

登別市ｶﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ神山　孝治ｽﾃｰｼﾞ（C-1)22白色
鎖骨骨折明けの復帰戦、再起を
懸けた戦い！Cuspeede東京都ｶﾂｶﾜ ｼﾝｼﾞ勝川　真司ｽﾃｰｼﾞ（C-1)23白色

Ravanello虻田郡ﾌｨﾝﾄﾞﾚｰ ﾛｽ�������	
���ｽﾃｰｼﾞ（C-1)24白色

Nウインズ網走郡ｵｶﾞﾜ ｽﾐｵ小川　純夫ｽﾃｰｼﾞ（C-1)25白色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｻｲﾄｳ ﾄﾖｶｽﾞ斉藤　豊一ｽﾃｰｼﾞ（C-1)26白色

踏んで！牽いて！ゴールまで！！！Road Kids苫小牧ｼｹﾞﾑﾗ ｱｷﾋｺ重村　明彦ｽﾃｰｼﾞ（C-1)27白色

BC-ORIONですBC-ORION札幌市ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋﾛ川嶋　邦裕ｽﾃｰｼﾞ（C-1)28白色
NC coinlocker Fly-
ers小樽市ｻﾄｳ ｶｽﾞｵﾐ佐藤　一臣ｽﾃｰｼﾞ（C-1)29白色

NCコインロッカーF北広島ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾏｻ村上　典正ｽﾃｰｼﾞ（C-1)30白色

北大自転車競技部札幌市ｱｲｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ相澤　孝至ｽﾃｰｼﾞ（C-1)31白色
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北大自転車競技部札幌市ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾄ坂本　伸仁ｽﾃｰｼﾞ（C-1)32白色
㈱エネオスフロンテ
ア千歳市ｼﾐｽﾞﾉ ﾂﾄﾑ清水野　努ｽﾃｰｼﾞ（C-1)33白色

DOKYU RC小樽市ﾐﾜ ﾄｼﾌﾐ三輪　俊文ｽﾃｰｼﾞ（C-1)34白色

DOKYU,RC札幌市ﾎﾝﾔ ﾜﾀﾙ本谷　　渉C-135白色

落車しませんように…Team Miura札幌市ﾐｳﾗ ｺﾞｳ三浦　　豪C-136白色

NSR札幌市ﾋｶｹﾞ ﾅｵｷ日蔭　直樹C-141白色
TEAM 
CYCLEPLAZA札幌市ｽﾅｲ ﾌｸﾋﾛ巣内　福弘C-142白色
パールイズミ　スミ
タ　ラバネロ札幌市ﾎﾄｳ ﾄｵﾙ保東　　透C-143白色
N.ウィンズ北見市ｻｶﾀ ﾌﾞﾝｼﾞ坂田　文司ｽﾃｰｼﾞ（C-1)44白色

DOKYU RC札幌市ｵﾝﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ恩村健太郎ｽﾃｰｼﾞ（C-1)46白色

２クラス　上級者【S-2】

サイクルズワカサ札幌市ﾄﾖｼﾏ ﾓﾘｱﾂ豊島　盛厚ｽﾃｰｼﾞ（C-2)101黒色

札幌市ﾌｼﾞﾉ ｼﾝｲﾁ藤野　信一ｽﾃｰｼﾞ（C-2)102黒色
KINAN MUUR-
ZERO札幌市ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳﾔ石塚　裕也ｽﾃｰｼﾞ（C-2)103黒色

宗谷郡ﾎﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ堀　　英志ｽﾃｰｼﾞ（C-2)104黒色
チームBMレーシン
グ千葉県ｼﾗﾄﾞ ﾄﾓｶｽﾞ白土　友和ｽﾃｰｼﾞ（C-2)105黒色
TEAMスタープレッ
クスサイクル茨城県ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ大谷　　一ｽﾃｰｼﾞ（C-2)106黒色

岩見沢出身の山口県在住者です。３
回目のツールド北海道を満喫します！Panasonic Elec Dvc山口県ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ岩本涼太郎ｽﾃｰｼﾞ（C-2)107黒色

滝川市ﾑﾗｸﾞﾁ ﾏｺﾄ村口　　誠ｽﾃｰｼﾞ（C-2)108黒色

NSR旭川市ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ山田　浩貴ｽﾃｰｼﾞ（C-2)109黒色
一杯、走って！一杯、食べて！！一
杯、楽しみます！！！

BREZZAカミハ ギ
RT愛知県ｶﾄｳ ｱｷﾄﾖ加藤　明豊ｽﾃｰｼﾞ（C-2)110黒色

目指せ、完走！チームへなちょこ神奈川県ﾀﾆﾓﾄ ﾓﾘﾏｻ谷本　守正ｽﾃｰｼﾞ（C-2)111黒色

苫小牧ﾂﾁﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ土谷啓二郎ｽﾃｰｼﾞ（C-2)112黒色

ganbarimasu!Team Kumao東京都ｶﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ加藤　和成ｽﾃｰｼﾞ（C-2)113黒色

恵庭レーシング恵庭市ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ杉山　義宣ｽﾃｰｼﾞ（C-2)114黒色
生まれて初めての北海道、堪能
します！Team ARI東京都ｱﾌﾞﾗﾔ ﾐﾂﾋｺ油谷　充彦ｽﾃｰｼﾞ（C-2)115黒色

札幌市ﾀｶﾊｼ ｼﾝｻｸ高橋　晋作ｽﾃｰｼﾞ（C-2)116黒色

最後まで、力の限り走りたい。恵庭レーシング恵庭市ﾓﾄﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ本山　修三ｽﾃｰｼﾞ（C-2)117黒色

GO！GO！GO-RILLA！虻田郡ﾎﾞﾋﾞｰｺﾞﾘﾗ ﾎﾌ���������	

����ｽﾃｰｼﾞ（C-2)118黒色

Team BIG札幌市ｶﾀｵｶ ﾏｻﾋﾛ片岡　正廣ｽﾃｰｼﾞ（C-2)119黒色
不調ながらも完走目指して頑張
りますkagisen2輪科苫小牧ｱｽﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ東　　純也ｽﾃｰｼﾞ（C-2)120黒色

笑顔でゴール！！エルドラド見習い神奈川県ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ青木　峻二ｽﾃｰｼﾞ（C-2)121黒色

ロードキッズ小樽市ﾜｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ若山　幸史ｽﾃｰｼﾞ（C-2)122黒色

チームCB東京都ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾕｷ藤井　建行ｽﾃｰｼﾞ（C-2)123黒色
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TEAMスタープレッ
クスサイクル栃木県ｱﾍﾞｺｳｲﾁ阿部　耕一ｽﾃｰｼﾞ（C-2)124黒色

目標　3ステージ完走！ファントム・ハイパワ
ー札幌市ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ山田　正樹ｽﾃｰｼﾞ（C-2)125黒色

ハッスル　ハッスル千歳市ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｼﾞ服部　隆治ｽﾃｰｼﾞ（C-2)126黒色

KBCカマダ帯広市ﾀｷｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ滝口　勇二C-2131黒色

サイクルズワカサ札幌市ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ山田　信孝C-2132黒色

フヂヤ薬局HC札幌市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 佐藤　和彦C-2133黒色

フライアーズ石狩市ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ本田　祐太C-2149黒色

恵庭レーシング恵庭市ﾀﾃ ｼﾝﾀﾛｳ館　慎太郎C-2150黒色

今年もツルがツールに出場！！サッポロファンライド
クラブ（SFRC)江別市ﾂﾙﾏ ｱｷﾗ鶴間　　明C-2151黒色

チームSUN上士幌河東郡ｺｼﾞﾏ ﾄｵﾙ小島　　徹C-2152黒色

３クラス　高校生【J-1】

富川中学校沙流郡ｺﾊﾞｼ ﾕｳﾘ小橋　勇利ｽﾃｰｼﾞ（C-3)201ｵﾚﾝｼﾞ

ガンバリマス！西尾兄弟札幌市ﾆｼｵ ﾊﾔﾄ西尾　勇人ｽﾃｰｼﾞ（C-3)202ｵﾚﾝｼﾞ

北見市ﾖﾈﾀ ｼｭｳﾍｲ米田　周平ｽﾃｰｼﾞ（C-3)203ｵﾚﾝｼﾞ

札幌市ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾉｽｹ中村弘之輔ｽﾃｰｼﾞ（C-3)204ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ｱｻｲ ﾀｲｶﾞ浅井　大河ｽﾃｰｼﾞ（C-3)205ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾄ出口　優斗ｽﾃｰｼﾞ（C-3)206ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾅｶﾞｾ ｼｭｳﾍｲ長瀬　秀平ｽﾃｰｼﾞ（C-3)207ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ原田　涼介ｽﾃｰｼﾞ（C-3)208ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾆｲﾀﾞ ﾕｳﾏ新井田裕真ｽﾃｰｼﾞ（C-3)209ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ｵｸﾔﾏ ｼｮｳﾀ奥山　翔太ｽﾃｰｼﾞ（C-3)210ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾂﾙｶﾞ ﾐﾂｱｷ敦賀　光暁ｽﾃｰｼﾞ（C-3)211ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾖｼ平野　智義ｽﾃｰｼﾞ（C-3)212ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ｻﾄｳ ｲｯｾｲ佐藤　一世ｽﾃｰｼﾞ（C-3)213ｵﾚﾝｼﾞ
北海道尚志学園高
等学校札幌市ﾜｼｽﾞｶ ﾘｸ鷲塚　　陸ｽﾃｰｼﾞ（C-3)214ｵﾚﾝｼﾞ

函館大谷高校函館市ﾀﾜﾗ ﾋｻﾅﾘ俵　　央育ｽﾃｰｼﾞ（C-3)215ｵﾚﾝｼﾞ

札幌市ﾇﾉﾒ ｼｭｳ布目　　周C-3217ｵﾚﾝｼﾞ

小樽AC小樽市ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ伊藤　舜紀ｽﾃｰｼﾞ（C-3)218ｵﾚﾝｼﾞ
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４クラス　中級者【S-3】

サッポロファンライド札幌市ｻﾄﾅｶ ﾋﾛｱｷ里中　寛明ｽﾃｰｼﾞ（C-4)301青色

打倒去年の自分！酪農学園大学自転
車部札幌市ｲｼｲ ｺｳﾍｲ石井　光平ｽﾃｰｼﾞ（C-4)302青色

目標は、「落車せずに完走す
る」

室工大サイクリング
部室蘭市ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ阿部　将仁ｽﾃｰｼﾞ（C-4)303青色

NSR札幌市ﾖｺｲ ﾁﾋﾛ横井　千尋ｽﾃｰｼﾞ（C-4)304青色

チーム輪駄札幌市ｶﾜﾉ ﾀｶﾏｻ河野　喬政ｽﾃｰｼﾞ（C-4)305青色

旭川RRT旭川市ﾄﾋﾞﾀ ﾂｸﾞｷ飛田　亜樹ｽﾃｰｼﾞ（C-4)306青色

転けても…泣かないっ！TEAM AMiGos札幌市ﾉﾂﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ野妻　洋充ｽﾃｰｼﾞ（C-4)307青色

今年はコースを間違えないゾ。旭川ロードレーシン
グ旭川市ｲﾅｶﾞｷ ｹｲ稲垣　　啓ｽﾃｰｼﾞ（C-4)308青色

日 の々イメトレの成果を出します！浦河郡ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｼｹﾞ吉田　勝茂ｽﾃｰｼﾞ（C-4)309青色

ガッツだぜ！お父さん頑張るよ！旭川ＲＲＴ旭川市ﾏﾝﾈﾝ ﾅｵﾄ万年　尚人ｽﾃｰｼﾞ（C-4)310青色

旭川RRT旭川市ﾎｼ ﾃﾂﾔ星　　徹也ｽﾃｰｼﾞ（C-4)311青色
北海道の風を感じながら、がん
ばります。チーム.．ラッキー31愛知県ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ田中　　斉ｽﾃｰｼﾞ（C-4)312青色

チームBMレーシン
グ千葉県ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ宮沢　裕司ｽﾃｰｼﾞ（C-4)313青色

Team BIG岩見沢ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ森　　大輔ｽﾃｰｼﾞ（C-4)314青色

くるみ、ママちゃん、がんばるぞLEGON札幌市ｻｶﾓﾄ ｼﾝｺﾞ坂本　伸吾ｽﾃｰｼﾞ（C-4)315青色

札幌市ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ山本　栄治ｽﾃｰｼﾞ（C-4)316青色

ご安全に！TEAM Limits室蘭市ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ高橋　達也ｽﾃｰｼﾞ（C-4)317青色

ロードキッズ札幌市ｵｵｴ ｵｻﾑ大江　　治ｽﾃｰｼﾞ（C-4)318青色

TEAM NISEKO虻田郡ﾃﾞﾆﾝｸﾞ ﾏｼｭｰ��������	

���ｽﾃｰｼﾞ（C-4)319青色

下りでは負けません恵庭レーシング恵庭市ｽﾐ ﾀｶﾋﾛ鷲見　孝浩ｽﾃｰｼﾞ（C-4)320青色

TEAM NISEKO虻田郡ｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ伊藤　彰宏ｽﾃｰｼﾞ（C-4)321青色

DOKYU,RC札幌市ﾅｶﾆｼ ﾀｲｼﾞ中西　泰司ｽﾃｰｼﾞ（C-4)322青色
ミツキ・タイキ・ジイチャンハガ
ンバルゾ

旭川ロードレーシン
グC旭川市ｻｻｷ ﾖﾘﾋｻ佐々木順久ｽﾃｰｼﾞ（C-4)323青色

本気を出すと変身します札幌学院大学自転
車部札幌市ｵｶﾑﾗ ｺｳﾖｳ岡村　洸揚ｽﾃｰｼﾞ（C-4)324青色

落車だけはしないぞ・・・！！！KITCC北見市ｳｴﾉ ｷｮｳﾍｲ上野　恭平ｽﾃｰｼﾞ（C-4)325青色

落者にならない札幌市ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾄ吉村　拓斗ｽﾃｰｼﾞ（C-4)326青色

晴れたらいいなぁN・ウインズ北見市ｻｶｲ ｲﾀﾙ坂井　　格ｽﾃｰｼﾞ（C-4)327青色

完走目指して頑張るぞ！　C. JiFUNiTA岩手県ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾔ山崎　琢也ｽﾃｰｼﾞ（C-4)328青色

上総富士千葉県ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｼﾞ山内　有二ｽﾃｰｼﾞ（C-4)329青色

上総富士千葉県ﾀﾞﾃ ﾖｼﾃﾙ伊達　雅輝ｽﾃｰｼﾞ（C-4)330青色

サイクルズワカサ札幌市ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ林　健次郎ｽﾃｰｼﾞ（C-4)331青色
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木魚を見ると叩きたくなる。ペダ
ルを見ると回したくなる。北広島ﾀｹﾜｷ ﾑﾂﾐ竹脇　　睦ｽﾃｰｼﾞ（C-4)332青色

札幌市ｼﾏﾀﾞ ｸﾆｵ島田　邦夫ｽﾃｰｼﾞ（C-4)333青色

室蘭市ｺｳｽﾞｷ ﾕｳﾏ上月　祐真ｽﾃｰｼﾞ（C-4)334青色

静内消防署新ひだﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ田中　達也ｽﾃｰｼﾞ（C-4)335青色

FDA MIYASEI旭川市ｳｴﾊﾗ ﾔｽｱｷ上原　康明C-4339青色

RCアベニュー札幌市ﾑﾗﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ村中　理計C-4340青色
北海道大学自転車
競技部札幌市ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ武田　雄太C-4342青色

デ・シクロ・ペダリ千歳市ﾐﾔｹ ﾄｼｱｷ三宅　寿昭C-4343青色

TEAM GIRO千葉県ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝｼﾞ畠山　健次C-4344青色
TEAM 
CYCLEPLAZA江別市ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ齊藤　健志C-4345青色

NSR札幌市ｷﾀﾉ ｹｲｼﾞ北野　圭二C-4346青色
ＮＣコインロッカーフ
ライヤーズ江別市ｻﾄｳ ﾀｹｼ佐藤　武士C-4347青色

今年もゴールまで集団で行くぞ
ー！TEAM NISEKO虻田郡ｷﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ木村　俊一C-4348青色

室蘭市ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ小倉　広大C-4349青色

恵庭レーシング恵庭市ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾋﾛ竹内　敏博C-4350青色
月寒引越プラザFeat東海大学ス
キー部4

月寒引越プラザFeat
東海大学スキー部札幌市ｲﾀｲ ﾏｻｶｽﾞ板井　政和C-4367青色

ファイト！！北大自転車競技部札幌市ｸﾘﾔﾏ ﾋﾛｷ栗山　広毅C-4368青色
月寒引越プラザFeat東海大学ス
キー部6

月寒引越プラザFeat
東海大学スキー部札幌市ｺﾌﾞﾈ ｶﾂﾐ小船　勝巳C-4369青色

月寒引越プラザFeat東海大学ス
キー部5

月寒引越プラザFeat
東海大学スキー部札幌市ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾝ藤本　　寛C-4370青色

月寒引越プラザFeat東海大学ス
キー部7

月寒引越プラザFeat
東海大学スキー部札幌市ﾏｽｲ ﾕｳﾔ増井　勇也C-4371青色

月寒引越プラザFeat東海大学ス
キー部3

月寒引越プラザFeat
東海大学スキー部札幌市ｵｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾀｶ小川　禎隆C-4372青色

月寒引越プラザFeat東海大学ス
キー部2

月寒引越プラザFeat
東海大学スキー部札幌市ｽﾐ ｹｲｽｹ鷲見　佳祐C-4373青色

月寒引越プラザFeat東海大学ス
キー部1

月寒引越プラザFeat
東海大学スキー部札幌市ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｱｷ竹内　裕昭C-4374青色

宮城県ﾇﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ沼田　寛礼C-4375青色
奈良医大整形外科
自競部奈良県ﾄﾐﾜ ｷﾖﾉﾘ富和　清訓C-4376青色

北斗市ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ山田　裕昭C-4377青色

北見工業大学北見工ｻｶﾓﾄ ｺｳﾀ坂本　広太ｽﾃｰｼﾞ（C-4)378青色

北見工業大学北見工ｺﾝﾉ ﾕｳｽｹ紺野　裕介ｽﾃｰｼﾞ（C-4)379青色

北見工業大学北見工ﾄｶﾞｼ ﾋﾛﾅﾘ富樫　宏成ｽﾃｰｼﾞ（C-4)380青色

５クラス　初級者40歳未満【S-4】

京都府ｶﾜﾁ ｻﾄｼ河内　　敏ｽﾃｰｼﾞ（C-5)401水色

恵庭レーシング恵庭市ｻｻﾔ ﾀｶﾋﾛ笹谷　隆宏ｽﾃｰｼﾞ（C-5)402水色

札幌市ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ横山　浩之ｽﾃｰｼﾞ（C-5)403水色

寿都郡ｸﾄﾞｳ ｻﾄｼ工藤　郷司ｽﾃｰｼﾞ（C-5)404水色
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旭川RRT旭川市ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ田中　淳一ｽﾃｰｼﾞ（C-5)405水色

鉄人未遂芦別市ｺﾔﾏ ｹｲﾀ小山　慶太ｽﾃｰｼﾞ（C-5)406水色

デ・シクロ・ペダリ富良野ｽｽﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ鈴木　一平ｽﾃｰｼﾞ（C-5)407水色

完走します！！！！！HRC千歳市ﾐｶﾜ ｹﾝｼﾞ三川　賢二ｽﾃｰｼﾞ（C-5)408水色
ぷらざんぬ・で・じゅ～魂です
監督よろしく

TEAM 
CYCLEPLAZA札幌市ﾓｷﾞ ﾋﾛｼ茂木　　洋ｽﾃｰｼﾞ（C-5)409水色

札幌　EVYLOCK　、ツール走
ります！！札幌市ｵﾉ ﾐﾁﾖｼ小野　道紀ｽﾃｰｼﾞ（C-5)410水色

HAKODATE CITY 
RC函館市ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ山田　晋也ｽﾃｰｼﾞ（C-5)411水色

初参加です。がんばります。TEAMアティック.札幌市ｼﾗｲｼ ﾘｭｳｲﾁ白石　竜一ｽﾃｰｼﾞ（C-5)412水色

石狩市ﾊﾙｷ ﾀｶﾕｷ春木　貴之ｽﾃｰｼﾞ（C-5)413水色

MKⅢ神奈川県ｲｹｳﾗ ﾀｸﾐ池浦　　巧ｽﾃｰｼﾞ（C-5)414水色

MKⅢ神奈川県ﾃｼﾞﾏ ﾐｷ手嶋　実樹ｽﾃｰｼﾞ（C-5)415水色

チームアティック.札幌市ﾂｸﾀﾞ ﾏｻﾕｷ佃　　昌幸ｽﾃｰｼﾞ（C-5)416水色

RCアベニュー札幌市ｱｻﾉ ﾄﾓﾕｷ浅野　智之ｽﾃｰｼﾞ（C-5)417水色
去年よりがんばる。３日間走りき
る！！函館市ｽﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ須藤　大助ｽﾃｰｼﾞ（C-5)418水色
参加できる幸せをかみしめなが
ら走りますTEAMアティック.帯広市ｱｼｶｶﾞ ﾔｽｼ足利　　寧ｽﾃｰｼﾞ（C-5)419水色

今年も楽しみです！チームポテト札幌市ｱｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ秋元　謙一ｽﾃｰｼﾞ（C-5)420水色

勝負にいきます札幌市ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｻﾄﾙ重延　　覚ｽﾃｰｼﾞ（C-5)421水色

JayParker札幌市ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ野村　　亨ｽﾃｰｼﾞ（C-5)422水色

満腹！MKⅢ神奈川県ﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ千田　和幸ｽﾃｰｼﾞ（C-5)423水色

自力で。HAKODATE RC函館市ﾃﾗｲ ｴｲｼﾞ寺井　英治ｽﾃｰｼﾞ（C-5)424水色

苫小牧ﾐﾉｸﾞﾁ ﾃﾂﾛｳ簔口　哲郎ｽﾃｰｼﾞ（C-5)425水色

NATURAL.WINDSよろしくNATURAL.WINDS常呂郡ﾊﾅｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ花岡　英彰ｽﾃｰｼﾞ（C-5)426水色

JayParker札幌市ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾋﾄ立花　誠人ｽﾃｰｼﾞ（C-5)427水色
昨年に続き２回目の参加です。
がんばります！恵庭レーシング恵庭市ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ薮�　高広ｽﾃｰｼﾞ（C-5)428水色

札幌市ｵｷﾞｭｳ ｱｷﾗ尾久　　聡ｽﾃｰｼﾞ（C-5)429水色

札幌市ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ向　　弘之ｽﾃｰｼﾞ（C-5)430水色

エキップ・ノール江別市ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ佐藤　正彦ｽﾃｰｼﾞ（C-5)431水色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｷﾘｳ ﾀﾀﾞｼ桐生　　匡ｽﾃｰｼﾞ（C-5)432水色

札幌市ﾐﾔｵ ｹｲｲﾁ宮尾　敬一ｽﾃｰｼﾞ（C-5)433水色
今年も完走をめざしガンバリマ
ス！？SFRC札幌市ｷﾀｶﾄﾞ ｼｹﾞﾙ北角　　繁ｽﾃｰｼﾞ（C-5)434水色

デ・シクロ・ペダリ江別市ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾖｼ松田　幸良ｽﾃｰｼﾞ（C-5)435水色

走りきれるよう頑張ります。千葉県ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ武田　和也ｽﾃｰｼﾞ（C-5)436水色

札幌市ｵｵﾀ ｾﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ大田善三郎ｽﾃｰｼﾞ（C-5)437水色

めざせ!3日間完走!!Bobbish旭川市ﾑﾛﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ室橋　英人ｽﾃｰｼﾞ（C-5)438水色
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完走目指して頑張ります！Bobbish旭川市ｵｵﾑﾗ ｹﾝｲﾁ大村　健一ｽﾃｰｼﾞ（C-5)439水色

３日間完走が目標です。帯広市ﾓﾒﾝ ﾋﾛｱｷ木綿　博昭ｽﾃｰｼﾞ（C-5)440水色

Team Limits室蘭市ｾｷｶﾜ ﾉﾘﾄ関川　純人ｽﾃｰｼﾞ（C-5)441水色

DOKYU,RC札幌市ﾅﾝﾊﾞ ﾏｺﾄ難波　　信ｽﾃｰｼﾞ（C-5)442水色

N.ウインズ北見市ｻﾄｳ ﾋﾛﾋﾄ佐藤　裕人ｽﾃｰｼﾞ（C-5)443水色

RCアベニュー札幌市ﾃｻﾞｷ ｵｻﾑ手崎　　修ｽﾃｰｼﾞ（C-5)444水色

フジタ産業登別市ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｼ山本　　久ｽﾃｰｼﾞ（C-5)445水色
㈱エネオスフロンテ
ア千歳市ｵｵｶﾜ ﾀﾂﾔ大川　達也ｽﾃｰｼﾞ（C-5)446水色

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋﾄ後藤　克人C-5450水色

ツールド北海道初参加です。札幌市ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ水野　貴紀C-5456水色

Bicycle Salon埼玉県ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ内田　浩幸C-5457水色

Road kids札幌市ｷﾑﾗ ｴｲｷ木村　英樹C-5458水色

札幌市ｳﾒﾑﾗ ｺｳﾀ梅村　康太C-5459水色

恵庭レーシング恵庭市ｷﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ北原　英範C-5460水色

TEAM NISEKO虻田郡ｱﾗｲ ｽｽﾑ荒井　　進C-5461水色

札幌市ﾔﾏｼﾝ ﾏｻﾕｷ山真　雅之C-5462水色

TEAM アティック千歳市ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ富永　大介C-5463水色

札幌市ｲｼﾔﾏ ﾕｳｽｹ石山　悠介C-5464水色

帯広市ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ石井　健一C-5465水色

サイクルズワカサ札幌市ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ前田　明宏C-5466水色

二海郡ﾂﾁﾔ ｼﾝｲﾁ土谷　伸一C-5467水色

ファントムエコパワー苫小牧ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ山本　　修C-5504水色

ファントムハイパワー札幌市ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｷ永田　友貴C-5505水色

目指せ完走！北大医学部スキー
部札幌市ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ森本　浩史C-5506水色
宜保消化器科内科
クリニック札幌市ｷﾞﾎﾞ ﾉﾘｱｷ宜保　憲明C-5507水色

東京都ﾅｲﾄｳ ﾀｶｶｽﾞ内藤　孝和C-5508水色

北海道ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ鈴木　大樹C-5509水色

できれば完走したい札幌市ﾅﾝﾌﾞ ﾐﾂｵ南部　充郎C-5510水色

今年もヘルニアに負けない！IMU自転車整備部石狩市ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ田邉　雅彦C-5511水色

札幌市ﾂｼﾞﾅｶ ﾏｻﾔ辻中　雅也C-5512水色

レース初参加。頑張ります。石狩市ﾐｶﾐ ｱｷﾗ三上　　啓C-5513水色

Bane HATCHERY上川郡ﾓﾒﾝ ﾋﾄｼ木綿　仁司C-5514水色

札幌市ｱｻﾀﾞ ｼﾝｼﾞ朝田　伸治C-5515水色

完走目指して頑張ります！札幌市ｻｻｷ ｱｷﾌｻ笹木　彰房C-5516水色
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札幌市ｵｲｶﾜ ﾕｷﾋﾛ及川　幸博C-5517水色

札幌市ﾎﾝﾏ  ｺｳｲﾁ本間　航一C-5518水色

14ｋｍコース

６クラス　初級者55歳未満【S-5】

ZELKOVA・RC埼玉県ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ山田　雄大ｽﾃｰｼﾞ（C-6)601緑色

江別市ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾙ中村　　優ｽﾃｰｼﾞ（C-6)602緑色

埼玉県ﾔﾅｲ ﾐﾉﾙ柳井　　稔ｽﾃｰｼﾞ（C-6)603緑色

完走を目標にがんばります。江別市ﾐﾀﾆ ﾜﾀﾙ三谷　　渉ｽﾃｰｼﾞ（C-6)604緑色
失格にならないようにがんばりま
す。河東郡ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ杉本　賢二ｽﾃｰｼﾞ（C-6)605緑色

札幌市ｺﾏﾂ ﾕｳｼﾞ小松　祐司ｽﾃｰｼﾞ（C-6)606緑色

今年はチームパンダで走ります。チームパンダ札幌市ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ伊藤　一雄ｽﾃｰｼﾞ（C-6)607緑色

京浜ピストクラブ神奈川県ﾌｼﾞﾋｻ ﾀｹｼ藤久　　健ｽﾃｰｼﾞ（C-6)608緑色

GAS PANIC SP札幌市ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋｺ後藤　政彦ｽﾃｰｼﾞ（C-6)609緑色

札幌車連千歳市ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ佐藤　好浩ｽﾃｰｼﾞ（C-6)610緑色

虻田郡ﾜｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ若松　健司ｽﾃｰｼﾞ（C-6)611緑色

NCコインロッカーF旭川市ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ岩渕　勝博ｽﾃｰｼﾞ（C-6)612緑色

旭川市ｵｻﾅｲ ﾕｳｲﾁ小山内雄一ｽﾃｰｼﾞ（C-6)613緑色
今年は、リハビリを兼ねて安全
走行パンダ江別市ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ田中　　勝ｽﾃｰｼﾞ（C-6)614緑色

チームSUN河東郡ｵｵﾀ ﾋﾛｼ太田　浩司ｽﾃｰｼﾞ（C-6)615緑色
NCコインロッカーフ
ライヤーズ旭川市ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾄｼ中川　仁志ｽﾃｰｼﾞ（C-6)616緑色

室蘭市ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ守田　好宏ｽﾃｰｼﾞ（C-6)617緑色

３種目、完走！室蘭市ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ菅原　英昭ｽﾃｰｼﾞ（C-6)618緑色
ステージ完走めざして楽しみま
す！JPOWER札幌市ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ高橋　正則ｽﾃｰｼﾞ（C-6)619緑色

札幌市ｸﾘｷ ｼｹﾞﾅｵ栗木　繁直ｽﾃｰｼﾞ（C-6)620緑色

今年も落車はごめんだ～札幌市ｵｵﾂｷ ｺｳｲﾁ大槻　貢一ｽﾃｰｼﾞ（C-6)621緑色

札幌市ﾌｸｲ ﾄﾓｷ福井　友規ｽﾃｰｼﾞ（C-6)622緑色
チームパンダのみんなに後れをとら
ないよう頑張りたいと思います。チームパンダ札幌市ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｷ高木　広樹ｽﾃｰｼﾞ（C-6)623緑色

がんばりますフェニックスメムロレ
ーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ｻﾄｼ松山　智志ｽﾃｰｼﾞ（C-6)624緑色

サイクルズワカサ札幌市ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ斉藤　祐介ｽﾃｰｼﾞ（C-6)625緑色

転びませんように・・・。札幌市ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋｺ千葉　正彦ｽﾃｰｼﾞ（C-6)626緑色

デシクロペダリです！デシクロペダリ千歳市ﾀﾈﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ種村　之宏ｽﾃｰｼﾞ（C-6)627緑色

室蘭市ｺﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾀｶ小柳　浩孝ｽﾃｰｼﾞ（C-6)628緑色
今年も、更なる自分に挑戦しま
す。SCSC札幌市ﾌﾙﾀ ﾖｼﾐ古田　喜三ｽﾃｰｼﾞ（C-6)629緑色
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Ｓ－５クラス最年長★歳を感じ
させないぞ！夕張郡ｺﾏﾀﾆ ｵｻﾑ駒谷　　修ｽﾃｰｼﾞ（C-6)630緑色
メタボ弾丸ライナーで駆け抜け
ろ！KBC帯広市ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ林　　雄二C-6633緑色

がんばるぞ～BOBBISH上川郡ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ中村　英男C-6634緑色

室蘭MRC室蘭市ｻｲﾄｳ ﾏｻｼﾞ齊藤　正次C-6640緑色
自転車は地球を救う？でも、口か
ら二酸化炭素

フェニックススキー
チーム河西郡ｱｼｻﾞﾜ ﾐｷﾞﾌﾐ芦沢　右史C-6641緑色

出場２年目です。最後まで全力
で走ります！小樽市ｴﾋﾞﾅ ｱｷﾉﾘ海老名晃典C-6642緑色
メタボ対策で始めた初級者で
す。無落車、完走が目標です。室蘭市ﾐｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ三木田秀明C-6643緑色

恵庭レーシング恵庭市ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ清水　卓也C-6644緑色

札幌市ｺﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾖｼ近藤　晴義C-6645緑色

札幌市ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ川村　浩文C-6646緑色
この日のために毎日猛練習をし
てきましたチームタイド札幌市ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ水口　孝之C-6647緑色

サイクルズワカサ札幌市ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾋｺ寺澤　勝彦C-6648緑色

苫小牧ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ高橋　隆之C-6649緑色

恵庭レーシング恵庭市ｷﾀ ﾐﾂﾖｼ喜多　充義C-6699緑色

頑張ります。札幌市ｻﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ佐山　廣和C-6701緑色

恵庭レーシング恵庭市ｵﾉﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ小野田正和C-6702緑色

札幌市ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ山田　　新C-6703緑色
マウントレースイ滑
走隊夕張郡ｲﾇﾌﾞｼ ｲｻｵ犬伏　　勲C-6704緑色

健康のために始めた自転車が、
ツールドまできてしまいました！なし札幌市ｻｶｼﾀ ﾐﾂｵ坂下　光男C-6705緑色

７クラス　初級者55歳以上【M】

神奈川県ﾏﾂｲ ﾀﾂﾋｺ松井　達彦ｽﾃｰｼﾞ（C-7)751紫色

小樽市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ小林　正裕ｽﾃｰｼﾞ（C-7)752紫色

気持ちだけは何時も全力疾走！札幌市ｻﾄｳ ﾀｶｼ佐藤　　隆ｽﾃｰｼﾞ（C-7)753紫色

網走市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾌﾐ渡辺　俊文ｽﾃｰｼﾞ（C-7)754紫色

RCアベニュー札幌市ｱｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ芦�　純一ｽﾃｰｼﾞ（C-7)755紫色

BMレーシング千葉県ｱﾗｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ荒生　純一ｽﾃｰｼﾞ（C-7)756紫色

札幌市ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄｷ安藤　源基ｽﾃｰｼﾞ（C-7)757紫色

今年も完走めざして頑張ります室蘭サイクルナイツ室蘭市ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾐ村上　昌美ｽﾃｰｼﾞ（C-7)758紫色

留萌市ﾐｼﾏ ｼｹﾞﾙ三島　　茂ｽﾃｰｼﾞ（C-7)759紫色

広大な北海道の大地で走りたいセマスR新松戸埼玉県ｲﾁｶﾜ ﾂﾈｵ市川　恒雄ｽﾃｰｼﾞ（C-7)760紫色
昨年は初出場で初落車。今年は
笑顔でゴール旭川RRT旭川市ﾐﾔｺｼ ﾀｶｼ宮越　隆司ｽﾃｰｼﾞ（C-7)761紫色

札幌市ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾙ岡崎　　満C-7767紫色

河東郡ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ渡辺　修二C-7771紫色

デーシクロ・ペダリ札幌市ｻﾜﾑﾗ ﾕﾀｶ澤村　　豊C-7772紫色
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恵庭レーシング恵庭市ｺｼﾞﾏ ｺﾞﾛｳ小島　五郎C-7773紫色

石狩市ﾅｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ内藤　　純C-7774紫色

河東郡ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ渡辺　敏夫C-7794紫色

ラバネロ大阪府ﾖﾈﾔﾏ ｶﾝｼﾞ米山　寛二C-7795紫色
初参加楽しみであり不安もあり。
の心境です札幌市ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾋｺ前田　泰彦C-7796紫色

８クラス　中学生男子【C-1】

ハシルゼー！ワカチコワカチコ西尾兄弟札幌市ﾆｼｵ ｹｲﾄ西尾　憲人ｽﾃｰｼﾞ（C-8)801黄色

最後まで全力で走るフェニックスメムロレ
ーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｺﾞ松山　大悟ｽﾃｰｼﾞ（C-8)802黄色
TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅｶﾔ ﾕｳｽｹ中谷　優介ｽﾃｰｼﾞ（C-8)803黄色

カゲイコウヘイ　ガンバリマスプリマベーラ函館市ｶｹﾞｲ ｺｳﾍｲ影井　功平ｽﾃｰｼﾞ（C-8)804黄色

DOKYU RC札幌市ﾅﾝﾊﾞ ｼｭｳｺﾞ難波　秀伍ｽﾃｰｼﾞ（C-8)805黄色
ツール初参戦です。なので目標
は完走しますNOKOムラヤマ夕張郡ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ�橋　純暉C-8806黄色

最後まで走り抜きます！札幌アルペンスキー
スポーツ少年団札幌市ﾅﾘﾀ ｲｵﾘ成田　伊織C-8807黄色

元気にはしります！AMAZON　
ADVENTURE砂川市ｲｹｼﾞﾏ ｹﾞﾝｷ池島　元気C-8810黄色

ツールドで足がツールド!!北斗市ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ山田　裕介C-8811黄色

札幌市ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ市川　和英C-8812黄色

９クラス　女子・中学生女子【L-1】

がんばります。札幌アルペンスキー
スポーツ少年団札幌市ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｻﾄ菅原　美里ｽﾃｰｼﾞ（C-9)901赤色

サイクルズワカサ札幌市ﾖﾈﾀ ｶｽﾞﾐ米田　和美ｽﾃｰｼﾞ（C-9)902赤色

ロードで足切りの予感～…。旭川市ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ池田　祐子ｽﾃｰｼﾞ（C-9)903赤色

札幌市ｲｹﾀﾞ ﾕﾒｺ池田ゆめこｽﾃｰｼﾞ（C-9)904赤色

道南　草連函館市ﾑｶｲ ﾐﾉﾘ向　美乃里ｽﾃｰｼﾞ（C-9)905赤色

ファントムハイパワー千歳市ﾄﾖﾀ ﾕｷｴ豊田　幸枝ｽﾃｰｼﾞ（C-9)906赤色

頑張ります!祭花
GirlsCyclingClub札幌市ﾋｬｸｻﾜ ﾕｳｺ百澤　悠子C-9907赤色

NOKOムラヤマ札幌市ﾜﾀﾗｲ ｼﾞｭﾝｺ渡会　純子C-9919赤色

チェブロKOEI札幌市ﾏﾂﾀﾞ ﾁｱｷ松田知亜樹C-9920赤色

札幌市ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓｴ橋本　知恵C-9921赤色

アティック．札幌市ｵｵﾆｼ ﾅﾂｺ大西　夏子C-9922赤色

チェブロKOEI札幌市ﾊｼﾓﾄ ｶﾅｴ橋本　佳苗C-9923赤色

上位めざすぞ～！オーー！！北見市ｵﾉ ﾚｲﾅ小野　玲奈C-9924赤色
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10クラス　小学高学年【C-2】

全力つくし、がんばります！札幌市ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾉ小林　梨乃C-10951赤色
TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅｶﾔ ﾘｮｳﾀ中谷　亮太C-10952赤色

NOKOムラヤマ札幌市ｱｷﾓﾄ ﾕｳｾｲ秋元　優星C-10953赤色

札幌市ﾏﾀﾞﾌｧﾘ ﾆｺﾙ����������	�
��C-10954赤色

砂川市ｵｸﾊﾞ ｶﾂﾄｼ奥場　勝利C-10955赤色

落車に気をつける小樽AC小樽市ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ中野　弘章C-10956赤色

頑張りますフェニックスメムロレ
ーシング帯広市ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ松山　剛大C-10957赤色

一生懸命　走ります！team blue jr.札幌市ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ佐藤　悠大C-10958赤色

頑張ります。Team Miura札幌市ﾐｳﾗ ｼｮｳ三浦　　翔C-10959赤色
自転車が大好きです。優勝した
いです。札幌市ｳｼｺｼ ﾀｶｼ牛越　　嵩C-10960赤色
折れない気持ちで表彰台を目指
します。札幌市ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾀﾞｲ藤井　勇大C-10961赤色

札幌市ﾔﾏｶﾞﾐ ｹｲﾀ山上　慶太C-10962赤色

札幌市ｲﾁｶﾜ ｱﾐ市川　愛実C-10963赤色

帯広市ｲｼｲ ﾕｳｷ石井　侑樹C-10964赤色

絶対優勝するぞ！！札幌市ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ横山裕二郎C-10965赤色

札幌市ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ堀内　大介C-10966赤色

連覇だぁ～！？KBC帯広市ｶﾏﾀﾞ ﾚｲ鎌田　　礼C-10967赤色

全力疾走で駆け抜けます！！KBC帯広市ﾊﾔｼ ﾀｲｶﾞ林　　大雅C-10968赤色
がんばるぜー！ロード自転車がほ
しいよ～河西郡ｱｼｻﾞﾜ ｼﾞｴｲ芦沢　慈英C-10969赤色

がんばるぞ！！札幌市ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ横山竜太郎C-10970赤色
札幌アルペンスキー
スポーツ少年団札幌市ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞﾙ藤田　　滋C-10971赤色

上位目指してガンバルぞー！！AMAZON　
ADVENTURE岩見沢ﾓﾘｶﾜ ﾕｳｼﾞ森川　優志C-10972赤色

つかれても、ずっとこいでいま
す。

AMAZON　
ADVENTURE岩見沢ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｶｲ松平　　快C-10973赤色

1位になりたい！です！AMAZON　
ADVENTURE岩見沢ﾓﾘﾜｷ ﾗｸ森脇　　楽C-10974赤色

2.75ｋｍコース

11クラス　小学低学年【C-3】

デ・シクロ・ペダリ札幌市ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝｽｹ後藤　瞬良C-111001ピンク色
TEAM CYCLE 
PLAZA札幌市ﾅｶﾔ ｹﾝﾄ中谷　研斗C-111002ピンク色

札幌市ﾋﾞﾝｾﾝﾄ ﾏﾀﾞﾌｧﾘ��������	
�
��
�C-111003ピンク色

Bane HATCHERY上川郡ﾓﾒﾝ ｹｲﾀ木綿　啓太C-111005ピンク色
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フヂヤ薬局HC札幌市ｻﾄｳ ﾚﾐ佐藤　礼実C-111006ピンク色

チーム敬俊札幌市ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ牧野　敬介C-111007ピンク色

金メダルをとるゾォ～！！！札幌市ｽｽﾞｷ ﾒｲ鈴木　芽生C-111008ピンク色

札幌市ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ斉藤　匠吾C-111009ピンク色

優勝目指してがんばります！！！Team Blue Jr.札幌市ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ中島　悠登C-111010ピンク色

1位目指して全力で走りきるぞ！！札幌市ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｳﾄ山上　優人C-111011ピンク色

Bane HATCHERY上川郡ﾓﾒﾝ ﾕｳﾀ木綿　宏太C-111012ピンク色

フヂヤ薬局HC札幌市ｻﾄｳ ﾐｱ佐藤　実亜C-111013ピンク色

旭川RRT旭川市ﾎｼ ﾕｳﾔ星　　悠也C-111014ピンク色
絶対！　優勝して表彰台に上りた
いです。札幌市ﾏﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾝ町田　隼源C-111015ピンク色

恵庭レーシング恵庭市ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾍｲ黒田　倖平C-111016ピンク色

札幌市ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｼｵﾈ中條　汐音C-111017ピンク色

速く走りたいです。AMAZON　
ADVENTURE栗沢町ｿﾗﾊｼ ﾁﾋﾛ空橋　千裕C-111018ピンク色

100ｍコース

12クラス　幼児

ほじょりんパワーでがんばります！帯広市ﾓﾒﾝ ﾘｮｳｽｹ木綿　崚介C-121051ピンク色

金メダルをとるジョ～！！！札幌市ｽｽﾞｷ ｶｲ鈴木　可生C-121052ピンク色

ゴールを目指して頑張ります！札幌市ｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ相澤　琉青C-121053ピンク色

チーム敬俊札幌市ﾏｷﾉ ｼｭﾝｽｹ牧野　俊介C-121054ピンク色

チームパンダ札幌市ｲｿﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ磯部　優大C-121055ピンク色

BOBBISH上川郡ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ中村　航大C-121056ピンク色

チームNKT札幌市ﾅｶﾀ ｿﾗ中田　　空C-121057ピンク色

がんばります帯広市ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲ松山　由依C-121058ピンク色

札幌市ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ小林　知生C-121059ピンク色

恵庭レーシング恵庭市ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｶ黒田ひろかC-121060ピンク色

札幌市ﾀﾆﾓﾄ ﾕｳｷ谷本　悠樹C-121061ピンク色

補助輪とれたよ(^^)vつくし幼稚園千歳市ﾀﾈﾑﾗ ﾀｹﾋﾃﾞ種村　岳秀C-121062ピンク色

札幌市ﾁｭｳﾏ ﾊﾙｷ中馬　悠希C-121063ピンク色

メリー幼稚園札幌市ｶﾜﾂ ﾜﾀﾙ河津　　航C-121064ピンク色

頑張ります！札幌市ｻｻｷ ﾊﾔﾄ佐々木　颯C-121065ピンク色
弟の見本になれるようかっこよく
走ります！帯広市ﾓﾒﾝ ﾘｺ木綿　理子C-121066ピンク色

KBC帯広市ﾊﾔｼ ﾋﾏﾜﾘ林　　陽葵C-121067ピンク色
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