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8月 31日カナダ ケベック州 モンサンタンで行われた 2019 UCI マウンテンバイク世界選手権、ＸＣＯ

男子エリートで、山本 幸平選手は 47 位となりました。同選手は 10 月 3 日から開催される READY 

STEADY TOKYO Cycling Mountain Bikeに派遣がされます。 

9月 6から 8日のツール・ド・北海道 2019国際大会で北海道選抜チームはチーム総合では 16位、総

合個人で池邊 刀那選手が 55 位（選抜選手での）最上位）、ポイント総合で小橋 勇利選手が 24 位と健

闘しました。 

9月 22日開催の Coupe du Japon 国際妙高杉ノ原ステージ クロスカントリー男子ユースで野澤 瑠

選手が 3位、古江 昂太選手が 4位となりました。エリート男子では黒瀨 文也選手は 13位、信田 淳一

選手が 31位、ジュニア男子で野澤 蓮選手は 10位、アドバンス男子で荒関 徹選手が 19位の成績でし

た 

  

◎日本スポーツマスターズ 2019 岐阜大会で、左古 香織選手が女子スプリント 4 位、500ｍTT4 位、長

谷川 幹彦選手が男子 6 部スプリントで 5 位、駒谷 修選手が男子 6 部 ２ｋｍ個人追い抜きで 9 位とな

りました。 

 

◎ツール・ド・北海道市民レースでの入賞者及び昇格者 

タイムトライアル 

JCF登録者（エリート）：1位 持留 叶汰郎選手、2位 小林 研太選手、3位 寺田 和格選手 

上級者（S₋2）：１位 飯塚 高規選手（エリート昇格）、２位 三本菅 淳一選手、３位 磯部 理人選手 

中級者（S₋3）：1位 工藤 圭選手、2位 古川 好明選手（Ｓ－2昇格）、3位 入江 伸介選手 

初級者４０歳未満（S₋4）：１位 林 峰之選手（Ｓ－３昇格）、２位 中村 兆選手、３位 佐藤 哲也選手 

初級者５５歳未満（S₋5）：１位 志賀 徹也選手、２位 平澤 一将選手、３位 濱岸 弦生選手 

森 大輔選手（Ｓ－４昇格） 
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初級者５５歳以上（Ｍ）：１位 森合 直樹選手、２位 森田 啓介選手、３位 駒谷 修選手 

一般女子（Ｌ）：１位 米田 和美選手、２位 成田 聖子選手、３位 左古 香織選手 

高校生男子（Ｊ）：１位 中谷 研斗選手、２位 渡邊 諒馬選手、３位 増田 康太選手 

高校生女子（Ｊ―Ｌ）：１位 津田 媛香選手 

中学生男子（Ⅽ－１）：１位 上野 颯選手、２位 佐藤 后嶺選手、３位 菅谷 怜央選手 

小学生中学年（Ⅽ－３）：１位 高橋 葉月選手、２位 中川 恵太選手、３位 古川 愉選手 

小学生低学年（Ⅽ－４）：１位 富樫 悠太郎選手、２位 菅谷 蓮選手 

ロードレース 

JCF登録者（エリート）：1位 佐藤 文彦選手、2位 飛田 俊彦選手、3位 持留 叶汰郎選手 

上級者（S₋2）：１位 飯塚 高規選手（エリート昇格）、2位 白岩 隆太郎選手、3位 鈴木 颯太選手 

中級者（S₋3）：1位 森田 琢也選手、2位 小林 拓哉選手、3位 高田 智貴選手 

初級者４０歳未満（S₋4）：１位 富岡 恭冴選手、2位 斉藤 翼選手（S－3昇格）、3位 今 大虎選手 

初級者５５歳未満（S₋5）：１位 吉田 秀選手、2位 濱岸 弦生選手、3位 桑原 祐治選手 

高橋 康選手（S₋4昇格） 

初級者５５歳以上（Ｍ）：１位 森合 直樹選手、2位 平林 和也選手、3位 小川 真二選手 

一般女子（Ｌ）：１位 米田 和美選手、2位 角尾 恵選手、3位 渡部 あずさ選手 

高校生男子（Ｊ）：１位 渡邊 諒馬選手、2位 増田 康太選手、3位 工藤 凪央選手 

高校生女子（Ｊ―Ｌ）：１位 津田 媛香選手 

中学生男子（Ⅽ－１）：１位 上野 颯選手、2位 木綿 崚介選手、3位 津田 颯選手 

 

 

◎9月 22日 札幌市民体育大会サイクルロードレース入賞者及び昇格者 

エリート：1位 奥山 太郎成年男子選手、2位 大坪 優介選手、3位 小林 研太選手 

S₋2：  1位 木村 裕己選手（エリート昇格）、2位 工藤 圭選手、3位 島川 大輝選手 

S-3：  1位 小林 拓哉選手（S-2昇格）、2位 畠山 圭太選手、3位 水口 晴陽選手 

S-4：  1位 宇津味 健太選手（S-3昇格）、2位 畑野 学選手、3位 小栗 直人選手 

S-5：  1位 熊倉 尚徳選手、2位 古谷 正臣選手（S-4昇格）、3位 工藤 郷司選手 

Ⅿ：   1位 一木 浩一郎選手、2位 鴨志田 康仁選手、3位 田中 健夫選手 
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Ⅼ：   1位 米田 和美選手、2位 佐伯 実久選手、3位 成田 聖子選手 

J：    1位 中谷 研斗選手、2位 工藤 凪央選手、3位 渡辺 一気選手 

Ⅽ-1：  1位 上野 颯選手、2位 梅津 飛羽選手、3位 佐藤 后嶺選手 

C-L：  1位 山田 美月選手、2位 山下 美都選手 

Ⅽ-2：  1位 菊池 大誠選手、2位 泉 遙樹選手、3位 渡部 遥斗選手 

Ⅽ-3：  1位 高橋  葉月選手、2位 中川 恵太選手、3位 森田 毅選手 

Ⅽ-4：  1位 菅谷 蓮選手、2位 岩本 昇大選手、3位 高井 ななみ選手 

市長杯争奪戦： 優勝 福井 友規選手 

 

エリートスタート前                    幼児クラススタート前 

  
 

 

エリート表彰                        市長杯獲得の福井選手 

  
 

◎10月 13日開催の 2019シクロクロス北海道選手権大会 （長沼町）申し込み受付 10月 5日まで 

 

◎第 9回北海道秋季トラック競技記録会（10/19-20）函館市申し込み受付 10月 14日まで 


