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山本 幸平選手は、マウンテンバイクワールドカップ イタリア大会で８月２日 ＸＣＣ（アジア人で初めて参

加）で山３６位となりました。４日のＸＣＯでは４６位でした。８月１１日のマウンテンバイクワールドカップ ス

イス大会では９９位でした。 

 ９月６日からのツール・ド・北海道 2019 国際レースでの北海道選抜チームの健闘が期待されます 

  

◎ 第 10 回ニセコ HANAZONO ヒルクライム 入賞者及び昇格者 

エリート：１位 増田 康太選手、２位 Ｗａｎｇ Ｙｉｎ-Chih 選手、３位 矢野 宣和選手 

Ｓ－２：１位 大久保 知史選手、２位 槐 三稜選手、３位 竹田 昌史選手（エリート昇格） 

Ｓ－３：１位 森田 琢也選手、２位 大野 典也選手（Ｓ－２昇格）、３位 長 秀憲選手  

Ｓ－４：１位 赤坂 智樹選手、２位 吉田 秀選手、３位 大島 駿平選手、 

銭谷 茂信選手（Ｓ－３昇格） 

Ｓ－５：１位 長井 拓磨選手、２位 横山 雅一選手、３位 本谷 和宏選手 

     渡部 春雄選手（Ｓ－４昇格） 

Ｍ  ：１位 遠藤 進選手、２位 平林 和也選手、３位 廣瀬 康彦選手 

Ｌ   ：１位 米田 和美選手、２位 安井 順子選手、３位 青木 紗矢香選手 

Ｊ   ：１位 相野 晴選手、２位 齊藤 颯選手、３位 進藤 拓斗選手 

Ｊ－Ｌ ：１位 松井 優希選手 

Ｃ－１：１位 上野 颯選手、２位 渡辺 一気選手、３位 谷口 奏太選手 

ＭＴＢ男子：１位 磯部 理人選手、２位 森田 啓介選手、３位 炭谷 明宏選手 

ＭＴＢ女子：１位 亘 幸智子選手 

ｸﾛｽﾊﾞｲｸ・小径車男子：１位 五十嵐 善行選手、２位 木谷 弥彦選手、３位 有森 昭二選手 

ｸﾛｽﾊﾞｲｸ・小径車男子（中学・高校生）：１位 佐々木 颯選手 

ｸﾛｽﾊﾞｲｸ・小径車女子：１位 宮澤 佑季選手、２位 帰山 佳恵選手、３位 山本 志寿子選手 
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◎ Ｓａｐｐｏｒｏ小中学生サイクルロードレース入賞者 

小学１年生男子：１位 森田 任選手、２位 藤澤 亜琉斗選手、３位 山野 剛毅選手 

小学１年生女子：１位 高井 ななみ選手、２位 澤田 采諧選手、３位 高橋 杏菜選手 

小学１年生男子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：１位 井島 圭斗選手 

小学２年生男子：１位 岩本 昇大選手、２位 森田 匡選手、３位 菅谷 蓮選手 

小学２年生女子：１位 島影 茉邑選手、２位 中野 珠稀選手 

小学２年生女子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：１位 井澤 藍里選手、２位 ｵｵﾋﾗ ｺｺﾅ選手、３位 江田 こは選手 

小学３年生男子：１位 中川 恵太選手、２位 髙橋 幸也選手、３位 高田 凌輔選手 

小学３年生女子：１位 佐藤 まのあ選手、２位 藤田 芽衣選手 

小学４年生男子：１位 高橋  葉月選手、２位 岩本 凌青選手、３位 川久保 皇佑選手 

小学４年生女子：１位 中野 乙稀選手、２位 江田 いお選手 

小学４年生女子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：１位 笹島 沙紋選手 

小学５年生男子：１位 井澤 泉里、２位 及川 司真選手、３位 加茂 稜生選手 

小学５年生女子：１位 藤田 美羽選手 

小学６年生男子：１位 菊池 大誠選手、２位 泉 遙樹選手、３位 若林 大生選手 

中学１年生男子：１位 畠山 聖矢選手、２位 猪子 虎選手 

中学１年生女子：１位 山田 美月選手 

中学２年生男子：１位 渡辺 一気選手、２位 青山 卓睦選手、３位 島崎 将男選手 

中学２年生女子：１位 地下 綾音選手 

中学３年生男子：１位 上野 颯選手、２位 津田 颯選手、３位 三浦 良太選手 

中学３年生女子：１位 成澤 七星選手 

 

◎ モエレ沼タイムトライアル 入賞者及び昇格者 

エリート：１位 木村 啓介選手、２位 奥山 太郎選手、３位 奥場 勝利選手 

Ｓ－２：１位 横溝 健志選手（エリート昇格）、２位 吉村 拓斗選手、３位 Ｂｒｉａｎ Ａｎｄｅｒｓｏｎ選手 

Ｓ－３：１位 工藤 圭選手（Ｓ－２昇格）、２位 古川 好明選手、３位 後藤 克人選手 

Ｓ－４：１位 中村 兆選手（Ｓ－３昇格）、２位 Ｂａｉｒｄ James 選手、３位 三浦 翔選手 
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Ｓ－５：１位 桑原 祐治選手（Ｓ－４昇格）、２位 前川 勝利選手、３位 坂本 裕満選手 

Ｍ   ：１位 駒谷 修選手、２位 伊藤 彰宏選手、３位 鴨志田 康仁選手 

Ｌ   ：１位 大鎌 茂子選手、２位 佐伯 実久選手、３位 左古 香織選手 

Ｊ   ：１位 関 瑠生選手、２位 成田 功選手、３位 西辻 翔平選手 

Ｃ－１：１位 渡辺 一気選手、２位 上野 颯選手、３位 青山 卓睦選手 

Ｃ－Ｌ：１位 地下 綾音選手、２位 山田 美月選手 

Ｃ―２：１位 菊池 大誠選手、２位 泉 遙樹選手、３位 若林 大生選手 

Ｃ－３：１位 高橋  葉月選手、２位 中川 恵太選手、３位 岩本 凌青選手 

Ｃ－４：１位 岩本 昇大選手、２位 菅谷 蓮選手、３位 森田 匡選手 

※この大会での昇格はツール・ド・北海道市民レースには反映されません 

 

Ｓａｐｐｏｒｏ小中学生サイクルロードレース：中学生スタート前                

 

 

モエレ沼タイムトライアル：エリートクラス表彰 

 


