
ツール・ド・かつらお 参加選手案内 

 

このたびはツール・ド・かつらお 初回定員 200 名エントリーありがとうございました。大会要項の通りですが 

重要な部分をご説明させて頂きますので、参加選手は必ずお読み下さいますようお願い致します。 

 

（１）メイン施設の地図 （駐車場や前泊雑魚寝・入浴の場所は地域福祉センターみどり荘です） 

前日17時頃から葛尾村役場の方が案内しますので指示に従って下さい。当日も朝7時から案内係が立ちます。 

→レースのスタートおよびゴールも みどり荘前に設定します。 

 
 

（２）受付について 

前日にお越し頂く方は みどり荘入り口に ゼッケン・フレームプレート・計測チップをまとめた袋がありますので 

受取サインをして各自当日まで保存ください。当日受付はみどり荘入り口にて「大会受付」看板があるテントにお

こしください。 

 

（３）駐車場について 

みどり荘に前日 17 時、当日は朝 7 時より葛尾村担当がおりますので指示に従って下さい 

駐車場という看板も別途設置しておきますので見つけたらそのエリアに駐車頂いて構いません。 



（４）開会式 

8 時 30 分を目安にみどり荘におこしください 予定は 8 時 40 分ですが状況が整えば少し早めに実施します。 

競技説明もありますので当日出走される方は全員参加です。 

 

（５）飲食・トイレ等 

メイン会場近くに石井食堂（定食屋さん） とヤマザキデイリーストアがあります。 

トイレはみどり荘の中にありますのでそちらをお使い下さい 

 

（６）競技スタートについて（重要） 

マスドロードレースですが、序盤の緊張をほぐすことおよび、大人数では狭い区間があり 

安全確保のため 30km/h 前後で進行します。審判の合図があるまでは絶対に抜かないでください。 

 

場所は警備員「赤７」を過ぎて「赤９」の間までに状況を見てリリースします。 

 

（７）コースの路面状況について 

１周３１ｋｍの公道ロードレースです。路面については間に合う限りでは路面を舗装頂きましたが あくまで公道

であることを意識し、落ち葉・きくずなどがないか路面を確認しながら走るようにお願いします。概ねすごくきれい

になっていますが一部荒れているところもあります。 

 

（８）試走について 

公道ですので試走を推奨致します。左側走行 道交法遵守の上試走をお願いします。前日および当日朝係が見

回りをしていますが反対車線に飛び出している状況を確認した場合「出走は認めますが、OPN 扱いで実質失格」

としますのでご注意ください。 

 

 



（９）山岳賞ポイント(約 16km 地点) 

 

スタートから約１６㎞地点 地図の警備員（黄４）の地点に山岳賞ポイントを設けます。その地点にも計測機材を

セットしますので緑のラインを通過する順番でポイントを獲得 男子１周は先頭通過者、男子２周は２回の合計ポ

イントで実施（１位５P、２位３P、３位２P、４位１P）します。 

 

（１０）足切りポイント（約 22km 地点） 

 

１周の部、２周の部共に、先頭がもりもりランド（地図警備員緑７）の地点を通過してから１０分で足切りを行いま

す。残念ながら関門クリア出来なかった方はもりもりランド駐車場にて待機。こちらから指示があるまで申し訳あ

りませんが待機ください。準備が出来次第ゴールみどり荘まで係が誘導します。 

 



（１１）もりもりランドからの下り→平坦区間への左折して県道５０号線は基本左側走行 

非常にくねくねしているのでスピードはあまり出せませんので安全ですが、長い下りですので重々注意を払った

上で走行をしてください。下りが苦手なはカーボンホイールではなくアルミホイールの方が良い選択かと思いま

す。最高到達地点から１００m くらい左手にカラーコーン設置しています（左端路面が落ちかけている場所がある

ため注意して下さい） 

 

もりもりランドの登りで約３㎞があるため、大集団ゴールスプリントになる可能性は少ないのですが 

県道５０号平坦 4.5 ㎞は左側を走行するようにしてください（万が一の対向車線にも注意するため） 

 

（１２）レース後の参加賞（昼食）と表彰式 

みどり荘にてゴール後、参加賞として昼食を用意していますので地元婦人会の皆さんから昼食を受け取って下

さい。表彰式はおよそ１２時３０分から１３時の間に開始する予定です。 

 

 

【お問合わせ先】 

（大会の競技運営に関すること） 

LinkTOHOKU お問合わせフォーム  https://www.link-tohoku.co.jp/contact へお願い致します。 

緊急時の電話 090-9258-3432 ※あくまで緊急時のみお電話ください。 

 

（葛尾村やメイン施設みどり荘（前泊・前夜祭のバーベキュー等に関すること） 

葛尾村 <復興推進係>  電話：0240-29-2111 Fax：0240-29-2123 

※前日みどり荘への雑魚寝宿泊や、前夜祭バーベキューについては葛尾村へお問合わせ下さい 

前泊・前夜祭お申込みの方は受付表にお名前をサイン頂ください 



チケット名 氏名 チーム名 年代
1 （１）２周の部 菅野 正明 LinkTOHOKU 29歳以下
2 （１）２周の部 富元 久雄 サイタマサイクルプロジェクト 29歳以下
3 （１）２周の部 奥秋 篤 サイタマサイクルプロジェクト 29歳以下
4 （１）２周の部 四家 弘貴 FLECHA 29歳以下
5 （１）２周の部 平山 優太 平工業高校 29歳以下
6 （１）２周の部 高橋 英文 群馬自転車部 29歳以下
7 （１）２周の部 野口 真義 チームフィンズ 29歳以下
8 （１）２周の部 遠藤 裕太 エキップブレロー 29歳以下
9 （１）２周の部 中嶋 秀成 チームWADA 29歳以下

10 （１）２周の部 佐川 祐太 サイタマサイクルプロジェクト 29歳以下
11 （１）２周の部 中藤 賢吾 チームavid 29歳以下
12 （１）２周の部 吉岡 拓哉 イナーメ信濃山形 29歳以下
13 （１）２周の部 亀谷 宏海 Team Re:Cycle 29歳以下
14 （１）２周の部 角沢 恭史 29歳以下
15 （１）２周の部 齊藤 雅仁 郡山サイクルフレンズ 29歳以下
16 （１）２周の部 竹内 貴紀 湾岸サイクリング・ユナイテッド 29歳以下
17 （１）２周の部 三浦 宏晃 29歳以下
18 （１）２周の部 水野 恭兵 INTERPRO CYCLING ACADEMY 29歳以下
19 （１）２周の部 関根 啓総 サイタマサイクルプロジェクト 29歳以下
20 （１）２周の部 奥山 太郎 エルドラード東北 29歳以下
21 （１）２周の部 中田 拓也 INTERPRO CYCLING ACADEMY 29歳以下
22 （１）２周の部 佐川 聖人 29歳以下
23 （１）２周の部 山崎 純 F(t)麒麟山Racing,University of Tsukuba 29歳以下
24 （１）２周の部 鈴木 涼太 29歳以下
25 （１）２周の部 平原 大雅 29歳以下
26 （１）２周の部 三澤 優樹 郡山商業高校 29歳以下
27 （１）２周の部 三神 遼矢 29歳以下
28 （１）２周の部 伊藤 祐哉 29歳以下
29 （１）２周の部 斎藤 幸太 29歳以下
30 （１）２周の部 篠原 輝利 Flecha（フレーチャ） 29歳以下
31 （１）２周の部 吉田 悠人 INTERPRO CYCLING ACADEMY 29歳以下
32 （１）２周の部 堀江 一葉 Flecha 29歳以下
33 （１）２周の部 秋田 圭佑 Flecha 29歳以下
34 （１）２周の部 川田 翔太 Flecha（フレーチャ） 29歳以下
35 （１）２周の部 松下 修 29歳以下
36 （１）２周の部 鈴木 大介 29歳以下
37 （１）２周の部 増田 遼馬 信州大学 29歳以下
38 （１）２周の部 安藤 優企 チームサイクルミノル 30代
39 （１）２周の部 尾形 尚紀 サイタマサイクルプロジェクト 30代
40 （１）２周の部 丹野 雄太 LinkTOHOKU 30代
41 （１）２周の部 宮内 洋一郎 30代
42 （１）２周の部 白川 正樹 BBR 30代
43 （１）２周の部 早馬 涼介 30代
44 （１）２周の部 菊地 秀一 30代
45 （１）２周の部 坂本 進也 チーム・フォルツァ！ 30代
46 （１）２周の部 大野 努 BBR 30代
47 （１）２周の部 木田 光一 B.B.R 30代
48 （１）２周の部 石黒 功浩 msr 30代
49 （１）２周の部 五十嵐 章 30代
50 （１）２周の部 吉田 正 30代
51 （１）２周の部 石井 洋輔 MarMalade Boy Club 30代
52 （１）２周の部 山崎 孝之 30代
53 （１）２周の部 野村 洋幸 TStech自転車部 30代
54 （１）２周の部 水落 美知雄 COW GUNMMA 30代
55 （１）２周の部 清野 昭雄 30代
56 （１）２周の部 久野田 匠 u.D.n Racing 30代
57 （１）２周の部 石川 貴英 SEKIYA 30代
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58 （１）２周の部 藤澤 浩 チームWADA 30代
59 （１）２周の部 鬼形 卓弥 COW　GUMMA 30代
60 （１）２周の部 工藤 英彦 TEAM AMiGos 40代
61 （１）２周の部 大森 義一 クラブ二輪倶 40代
62 （１）２周の部 粟飯原 光広 Cycleborg@TAG 40代
63 （１）２周の部 石井 登 40代
64 （１）２周の部 大内 明寿 ＷＥ　ＬＯＶＥ　Ｏ2 40代
65 （１）２周の部 津田 茂 40代
66 （１）２周の部 矢島 竜一 小江戸sotto 40代
67 （１）２周の部 若生 滋 40代
68 （１）２周の部 小林 秀雄 FAST LANE Racing 40代
69 （１）２周の部 国分 裕史 40代
70 （１）２周の部 吉田 拓也 40代
71 （１）２周の部 矢作 洋明 40代
72 （１）２周の部 長坂 道好 YB.BUSH 40代
73 （１）２周の部 佐藤 勝清 40代
74 （１）２周の部 松本 健一 40代
75 （１）２周の部 三股 正彦 40代
76 （１）２周の部 大平 明洋 team.winner 40代
77 （１）２周の部 樋口 健志 チーム・ホシ 40代
78 （１）２周の部 井口 亮 VIVA??ZAPPEI 40代
79 （１）２周の部 丹 慶昭 40代
80 （１）２周の部 野口 智 TS-RF 40代
81 （１）２周の部 坂野 実 40代
82 （１）２周の部 内藤 敦志 Cloud9 40代
83 （１）２周の部 白川 忠文 BBR 40代
84 （１）２周の部 松井 芳賢 VIVA☆ZAPPEI 40代
85 （１）２周の部 草野 辰也 LinkTOHOKU 40代
86 （１）２周の部 渡邉 真 チーム・ホシ 40代
87 （１）２周の部 鈴木 光 40代
88 （１）２周の部 和田 雅夫 プレーゴ 40代
89 （１）２周の部 笠原 恒美 40代
90 （１）２周の部 渡邉 友一 LinkTOHOKU 40代
91 （１）２周の部 二宮 太郎 40代
92 （１）２周の部 渡辺 修司 40代
93 （１）２周の部 舘岡賢弥 エルドラード東北
94 （１）２周の部 岩佐 昭一 サイクルフリーダム 40代
95 （１）２周の部 宇野 一成 Green SCT 50歳以上
96 （１）２周の部 齋藤 健一 50歳以上
97 （１）２周の部 林 正雄 50歳以上
98 （１）２周の部 石田 卓也 クラブアスリート 50歳以上
99 （１）２周の部 高野 正人 50歳以上

100 （１）２周の部 三股 弘明 50歳以上
101 （２）１周の部（男子） 網 優作 COWCOWレーシング 29歳以下
102 （２）１周の部（男子） 野中 秀恒 TS TECH 自転車部 29歳以下
103 （２）１周の部（男子） 志賀　大記 29歳以下
104 （２）１周の部（男子） 角田 拓渉 群馬自転車部 29歳以下
105 （２）１周の部（男子） 森 拓真 revelo 29歳以下
106 （２）１周の部（男子） 藤本 佳隆 しみちゃん愛好会 29歳以下
107 （２）１周の部（男子） 菊地 清和 29歳以下
108 （２）１周の部（男子） 大図 俊介 29歳以下
109 （２）１周の部（男子） 荒谷 洸星 29歳以下
110 （２）１周の部（男子） 芳崎 友哉 Azzuring 29歳以下
111 （２）１周の部（男子） 佐藤 圭 29歳以下
112 （２）１周の部（男子） 丸山 翔 29歳以下
113 （２）１周の部（男子） 横田 京祐 29歳以下
114 （２）１周の部（男子） 佐藤 岳 29歳以下
115 （２）１周の部（男子） 服部 正行 チームマリリン 30代
116 （２）１周の部（男子） 瀧音 亮介 30代



117 （２）１周の部（男子） 橋本 暁 30代
118 （２）１周の部（男子） 高屋敷 崇 テクノプロ自転車部 30代
119 （２）１周の部（男子） 峰岸 智志 30代
120 （２）１周の部（男子） 森 紀侑 30代
121 （２）１周の部（男子） 渡辺 修司 30代
122 （２）１周の部（男子） 中島 隆作 30代
123 （２）１周の部（男子） 児玉 渉 K.S.D 30代
124 （２）１周の部（男子） 佐藤 台造 30代
125 （２）１周の部（男子） 根本 久男 30代
126 （２）１周の部（男子） 上野 裕晴 30代
127 （２）１周の部（男子） 平尾 学 サイクルショップイマイ 30代
128 （２）１周の部（男子） 竹花 和浩 30代
129 （２）１周の部（男子） 杉内 拓哉 チーム吉野 30代
130 （２）１周の部（男子） 佐藤 太一 30代
131 （２）１周の部（男子） 三村 栄 30代
132 （２）１周の部（男子） 榎本 達也 群馬自転車部 30代
133 （２）１周の部（男子） 近野 亘 チーム・ホシ 30代
134 （２）１周の部（男子） 佐藤 拓哉 30代
135 （２）１周の部（男子） 岡崎 誠 30代
136 （２）１周の部（男子） 遠藤 信也 弘前大学医学部自転車競技部 30代
137 （２）１周の部（男子） 安齋 和美 30代
138 （２）１周の部（男子） 佐藤 隆幸 福島県社会福祉事業団自転車部 40代
139 （２）１周の部（男子） 舟山 宏 チーム・ホシ 40代
140 （２）１周の部（男子） 柿沼 幸一 40代
141 （２）１周の部（男子） 守屋 大作 SEKIみちのく 40代
142 （２）１周の部（男子） 中澤 隆行 NoriTaka Racing 40代
143 （２）１周の部（男子） 穂刈 正樹 ESCALADE 40代
144 （２）１周の部（男子） 小池 和紀 NoriTaka Racing 40代
145 （２）１周の部（男子） 本田 恭一 40代
146 （２）１周の部（男子） 古川 竜司 COWCOWレーシング 40代
147 （２）１周の部（男子） 遠藤 隆 40代
148 （２）１周の部（男子） 吉野 良実 40代
149 （２）１周の部（男子） 中嶋 敦史 azzuring 40代
150 （２）１周の部（男子） 岸 加寿美 QUAKE　NETWORK 40代
151 （２）１周の部（男子） 筒井 孝雄 40代
152 （２）１周の部（男子） 石井 勝広 40代
153 （２）１周の部（男子） 齋藤 孝俊 Team ぷしゅ 40代
154 （２）１周の部（男子） 遠藤 晃 福島県社会福祉事業団自転車部 40代
155 （２）１周の部（男子） 紺頼 良彰 チームアヴィッド 40代
156 （２）１周の部（男子） 佐藤 満 チーム玄米 40代
157 （２）１周の部（男子） 松岡 昌人 40代
158 （２）１周の部（男子） 石井 信明 azzuring 40代
159 （２）１周の部（男子） 石井 章彦 チームマリリン 40代
160 （２）１周の部（男子） 佐藤 寿典 大福屋 40代
161 （２）１周の部（男子） 本田 光芳 九月堂 40代
162 （２）１周の部（男子） 岩井 誠 40代
163 （２）１周の部（男子） 瓜生 克彦 未所属 50歳以上
164 （２）１周の部（男子） 小島 愼一 avanti 50歳以上
165 （２）１周の部（男子） 長谷川 伸吾 50歳以上
166 （２）１周の部（男子） 寺木 新一 50歳以上
167 （２）１周の部（男子） 藤田 秀樹 50歳以上
168 （２）１周の部（男子） 石井 徹 ＳＥＫＩみちのく 50歳以上
169 （２）１周の部（男子） 大房 達哉 kenjo godspeed 50歳以上
170 （２）１周の部（男子） 佐藤 正幸 50歳以上
171 （２）１周の部（男子） 白岩 秋雄 50歳以上
172 （２）１周の部（男子） 藤田 達夫 スピードクルーズ 50歳以上
173 （２）１周の部（男子） 木本 佳秀 50歳以上
174 （２）１周の部（男子） 神野 誠 走組 50歳以上
175 （２）１周の部（男子） 元吉 剰人 レザン山梨 50歳以上



176 （２）１周の部（男子） 木村 壮 50歳以上
177 （２）１周の部（男子） 馬上 功 チャリダいわきだ 50歳以上
178 （２）１周の部（男子） 西加 辰郎 50歳以上
179 （２）１周の部（男子） 金子 稔 走組 50歳以上
180 （２）１周の部（男子） 柴田 寛 チャリダいわきだ 50歳以上
181 （２）１周の部（男子） 佐々木 秀三 50歳以上
182 （２）１周の部（男子） 三澤 忠 郡山サイクルフレンズ 50歳以上
183 （２）１周の部（男子） 赤津 洋美 チャリダいわきだ 50歳以上
184 （２）１周の部（男子） 佐藤 丹治 ダイハツ福島 50歳以上
185 （２）１周の部（男子） 田辺 明宏 サガミレーシング 50歳以上
186 （２）１周の部（男子） 村上 充男 郡山サイクルフレンズ 50歳以上
187 （２）１周の部（男子） 兼子 辰治 50歳以上
188 （２）１周の部（男子） 山口 善弘 team nils 50歳以上
189 （２）１周の部（男子） 大槻 隆志 50歳以上
190 （２）１周の部（男子） 三田 雅裕 50歳以上
191 （３）１周の部（女子） 加藤 加代子 クラブ二輪倶
192 （３）１周の部（女子） 栗原 春湖 TEAM AMiGos
193 （３）１周の部（女子） 中村 真実子
194 （３）１周の部（女子） 早瀨 久美 日本ろう自転車競技協会
195 （３）１周の部（女子） 石井 聖枝
196 （３）１周の部（女子） 新屋 瑛里 PHANTOM湘南
197 （３）１周の部（女子） 雨谷 知世
198 （３）１周の部（女子） 大岩 明子
199 （３）１周の部（女子） 太田 真紀
200 （３）１周の部（女子） 田上 萌々子 ブラウブリッツェン
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