
大会スケジュール 　９：００～１０：００　　受付・試走
１０：３０～１２：３０　　耐久レース
１３：３０～　　　　 　　表彰式

協　　賛 ： K's BIKE BASE / サイクル小野サッポロ /サイクルファクトリー 
　　　　　　 サムズバイク / サイクルハウスクランカー / サイクルガレージPAZ 
　　　　　　 ホワイトラインバイシクル / ファインエイジング / 鎌田輪業
　　　　　　 ノースバイシクル北海道  / 札幌じてんしゃ本舗 / OldNew

主　　催 ： マウンテンバイク１２０分耐久レース「真駒内セキスイスタジアムカップ」実行委員会 ・チームの部のライダー交代は両方のライダーが完全に止まった状態でタスキを渡してください。
共　　催 ： （財）北海道体育文化協会　/　運　　営 ： DoRide（ドゥライド） ・遅れているライダーを抜く場合には必ず声をかけましょう。

・レース中に流して欲しいCDがありましたら青いテントに居るMCに渡してください。
大会MC ： 長谷川拡介（ファインエイジング） ・レース終了後、BIB返却願います。チームは必ず３枚まとめて返却してください。

●オールドタイマー・ソロの部 ●チームの部
55 TEAM　銀輪魂　山猫1993 谷岡　将利 タニオカ　マサトシ 50 新ひだか町 石田　貢司 イシダ　コウジ 62
56 息切れじじい 加藤　正道 カトウ　マサミチ 71 岩見沢市 谷本　康司 タニモト　ヤスシ 60
57 Pikinini 飛鳥馬　隆二 アスマ　リュウジ 50 鷹栖町 西崎　貴之 ニシザキ　タカユキ 36
58 みなそら 石井　光平 イシイ　コウヘイ 33 江別市 谷本　貢 タニモト　ミツグ 63

藤吉  晃士朗 フジヨシ  コウシロウ 52
●オールドタイマー・チームの部 藤吉  東子 フジヨシ  トウコ

中村　義隆 ナカムラ　ヨシタカ 76 大崎　顕治 オオサキ　ケンジ 57
楢崎　博 ナラサキ　ヒロシ 67 豊嶋　清一 トヨシマ　キヨカズ 58

孫崎　伸彦 マゴサキ　ノブヒコ 58
●ソロの部 陳内　伸明 ジンナイ　ノブアキ 47

1 恵庭レーシング 乾　彰代 イヌイ　アキヨ 岩見沢市 中村　光寿 ナカムラ　ミツトシ 56
11 ライドファクトリープロジェクト 山岡　雄治 ヤマオカ　ユウジ 49 札幌市 久保田　勝彦 クボタ　カツヒコ 51
12 手稲山あずき倶楽部２番弟子 信田　淳一 ノブタ　ジュンイチ 52 札幌市 小椋　義人 オグラ　ヨシト 58
13 ライドファクトリープロジェクト 山﨑　武司 ヤマザキ　タケシ 57 札幌市 貞野　さつき サダノ　サツキ
14 YURIFitCyclingTEAM 相見　ロビン アイミ　ロビン 23 札幌市 長野　幸智子 ナガノ　サチコ
15 HDK 石田　博 イシダ　ヒロシ 52 札幌市 古村　昭彦 コムラ　アキヒコ 48
16 ライドファクトリープロジェクト 二瓶　豪 ニヘイ　ツヨシ 51 小樽市 芦崎　充 アシザキ　マコト 47
17 唐揚げフレンズ 宮村　祐次 ミヤムラ　ユウジ 46 札幌市 横溝　健志 ヨコミゾ　タケシ 47
18 手稲山あずき倶楽部（みなそら） 片山　亮 カタヤマ　マコト 48 札幌市 野村　亨 ノムラ　トオル 52
19 TEAM BG8 野見山  悠太 ノミヤマ　ユウタ 15 三笠市 古林　康幸 フルバヤシ　ヤスユキ 56
20 ファントムパワー 田中　達也 タナカ　タツヤ 62 新ひだか町 高橋　幸也 タカハシ　ユキヤ 13
21 CMJｘPJM 田中　歩 タナカ　アユミ 59 札幌市 近藤　敬太 コンドウ　ケイタ 48
22 西田兄弟 西田　晃平 ニシダ　コウヘイ 28 北広島市 宮入　祐一 ミヤイリ　ユウイチ 38
23 TEAM BG8 工藤  遙真 クドウ　ハルマ 15 滝川市 田中　伸治 タナカ　ノブハル 54
24 クライマックス 樋口　淳平 ヒグチ　ジュンペイ 36 札幌市 水木　麻実 ミズキ　マミ
25 手稲山あずき倶楽部（１番弟子） 福井　友規 フクイ　トモキ 39 札幌市 鷲見　孝浩 スミ　タカヒロ 63
26 みしょにょBombers David Barnett デーヴィッド　バーネット 58 札幌市 金沢　健 カナザワ　タケシ 53
27 札幌じてんしゃ本舗 平口　泰輔 ヒラグチ　タイスケ 22 札幌市 岡野　邦茂 オカノ　クニシゲ 45
28 チームTBR 東條　一郎 トウジョウ　イチロウ 67 石狩市 大坪　寛 オオツボ　ヒロシ 46
29 元チーム８Ｍ(ハチメートル) 島津　克明 シマヅ　カツアキ 55 千歳市 小松　由幸 コマツ　ヨシユキ 55
30 ライドファクトリー 福本　純一 フクモト　ジュンイチ 56 札幌市 原田　敏郎 ハラダ　トシロウ 44
31 恵庭レーシング 乾　康博 イヌイ　ヤスヒロ 55 岩見沢市 堀　祥平 ホリ　ショウヘイ 21
32 BLAU　JIJI 佐藤　修 サトウ　オサム 64 札幌市 田中　健一郎 タナカ　ケンイチロウ 38
33 セレクシオンHKD 福田　武志 フクダ　タケシ 45 札幌市 宮崎　慎太郎 ミヤザキ　シンタロウ 36
34 つぶあんサイクルレーシング 浜松　信好 ハママツ　ノブヨシ 55 札幌市 林　雄翔 ハヤシ　ユウショウ 29
35 FDA MIYASEI 田中　直木 タナカ　ナオキ 51 旭川市 今野　尚輝 コンノ　ナオキ 35
36 Team Legare 花井　一孝 ハナイ　カズタカ 60 岩見沢市 浅香　雄一郎 アサカ　ユウイチロウ 49

小曽根　誠 オゾネ　マコト 38
※年齢は２０２３年末に達する年齢です

124 トリプルドム 千歳市

125 おぞねっぱいの方から来ました 室蘭市

122 マッドアングラー隊 千歳市

123 サイクロプス隊 千歳市

120 恵庭レーシングCチーム 恵庭市

121 恵庭レーシングBチーム 千歳市

118 RCアベニュー 札幌市

119 JayParker 札幌市

116 恵庭レーシングAチーム 札幌市

117 カロリー大好き 札幌市

114 NKK レーシング 札幌市

115 ゆっくり走り隊 砂川市

112 チームbiki 札幌市

113 8ドアーズ 千歳市

101 天塩のジジと札幌のジジ 札幌市

111 サイクルショップ朝里 小樽市


