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2015 ジュニア UCI ネイションズカップ（スイス・ドイツ）日本代表選手団として中川 拳選手（北海道立
帯広三条高等学校）が参加し、5 月 28 日（木）～31 日（日）Tourdu Paysde Vaud 2015（スイス）、6 月 5
日（金）～7 日（日）Trofeo Karlseberg 2015（ドイツ）で出走しました。
６月２１～２８日栃木県で行われた全日本選手権で 米田 和美選手は個人タイムトライアル 女子エリ
ートの部で１１位となり、２８日のロードレースでも１１位となりました。２７日の男子ジュニアで中川 拳選
手は２位入賞（１位選手と同タイム）、男子 U17＋男子 U15 で中谷 亮太選手は３７位、男子 U23 で片桐
耕司選手は１８位、西尾 勇人選手は２９位、木村 裕己選手は４７位となりました。
ツール・ド・北海道２０１５市民レースの受付は７月１５日締め切りとなっています。８月２日開催のニセコ
ＨＡＮＡＺＯＮＯヒルクライムまでのシニアクラスの昇格は反映されます。

◎ ６月７日 The 21ｓｔ Mt'Moiwa Hill Climb での入賞者及び昇格者
エリート：１位 木村 裕己選手、２位 小山田 智也選手、３位 Ｒｙａｎ Ｍｃｋａｙ選手
Ｓ－２

：１位 成田 大助選手、２位 土屋 裕太朗選手、３位 高橋 翔選手

Ｓ－３

：１位 松下 諭喜選手、２位 高橋 理生選手、３位 長澤 優樹選手

Ｓ－４

：１位 長 秀憲選手、２位 加藤 貴雄選手、３位 村田 直人選手

Ｓ－５

：1 位 中里 良平選手、２位 大崎 顕治選手、３位 稲葉 伸幸選手

Ｊ

：1 位 中谷 亮太選手、２位 紅谷 七輝選手、３位 富樫 陸選手

Ｍ

：1 位 生島 則明選手、２位 田中 朗選手、３位 近藤 明秀選手

Ｌ

：1 位 青木 紗矢香選手、２位 早川 友里選手、３位 佐野 陽子選手

Ｃ－１

：1 位 池辺 刀那選手、２位 木綿 宏太選手、３位 中谷 研斗選手

成田 大助選手（Ｓ－２→エリート）、松下 諭喜選手（Ｓ－３→Ｓ－２）
村田 直人選手（Ｓ－４→Ｓ－３）、中里 良平選手（Ｓ－５→Ｓ－４）

◎ ６月２０日第４回 エンガル・サン・ロード（クリテリウム）での入賞者及び昇格者
エリート：１位 藤原 真選手、２位 福井 友規選手、３位 井上 明彦選手
Ｓ－２

：１位 乾 飛鳥選手、２位 平田 久仁枝選手、３位 芦澤 諒平選手

Ｓ－３

：１位 鬼頭 佳希選手、２位 山根 茂樹選手、３位 長澤 優樹選手

Ｓ－４

：１位 近藤 年昭選手、２位 鈴木 英紀選手、３位 長谷川 雄紀選手

Ｓ－５

：1 位 大崎 顕治選手、２位 簔口 哲郎選手、３位 伊藤 政志選手

Ｊ

：1 位 紅谷 七輝選手、２位 加藤 一生選手、３位 河井 一真選手

Ｍ

：1 位 駒谷 修選手、２位 生島 則明選手、３位 林 泉選手

Ｌ

：1 位 松田 千裕選手

Ｃ－１

：1 位 木綿 宏太選手、２位 木綿 啓太選手

Ｃ－Ｌ

：１位 津田 媛香選手

乾 飛鳥選手（Ｓ－２→エリート）、鬼頭 佳希選手（Ｓ－３→Ｓ－２）
近藤 年昭選手（Ｓ－４→Ｓ－３）、大崎 顕治選手（Ｓ－５→Ｓ－４）

◎ ６月２１日第４回 エンガル・サン・ロード（ロードレース）での入賞者及び昇格者
エリート：１位 西尾 勇人選手、２位 松田 究選手、３位 木村 裕己選手、
４位 片桐 耕司選手、５位 栗栖 嵩選手、６位 中川 拳選手
Ｓ－２

：１位 平田 久仁枝選手、２位 野呂 武志選手、３位 青木 弘彦選手、
４位 入江 康貴選手、５位 山田 正人選手、６位 大森 智博選手

Ｓ－３

：１位 大加瀬 将選手、２位 石崎 玄選手、３位 細野 辰也選手、
４位 荻原 秀恭選手、５位 木村 元選手、６位 西浦 誠選手

Ｓ－４

：１位 石村 展道選手、２位 近藤 年昭選手、３位 長谷川 雄紀選手、
４位 後藤一貴選手、５位 瀬戸口 祐貴選手、６位 小山 憲司選手

Ｓ－５

：1 位 恩村 健太郎選手、２位 大崎 顕治選手、３位 簔口 哲郎選手、
４位 工藤学選手、５位 伊東 政志選手、６位 豊嶋 清一選手

Ｊ

：1 位 紅谷 七輝選手、２位 杉山 友仁選手、３位 堀江 亮太選手、
４位 河井 一真選手、５位 池辺 刀那選手、６位 成田 浩平選手
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Ｍ

：1 位 濱田 力範選手、２位 生島 則明選手、３位 大須賀 次郎選手、
４位 森 昭廣選手、５位 山口 俊一選手、６位 佐々木 順久選手

Ｌ

：1 位 青木 紗矢香選手

Ｃ－１

：1 位 木綿 宏太選手、２位 木綿 啓太選手、３位 中谷 研斗選手

地域別個人：１位 片桐 耕司選手、２位 西島 優太郎選手、３位 清水 乾選手
地域別チーム：１位 北海道大学自転車部（清水 優、片桐 耕司、三浦 友規）
２位 ＮＳＲ－１（尾崎 義規、白崎 憲治、水戸部 圭一郎）
３位 ＮＳＲ－２（澁谷 弘樹、山田 隆宏、妹尾 郷）
平田 久仁枝選手（Ｓ－２→エリート）、大加瀬 将選手（Ｓ－３→Ｓ－２）
近藤 年昭選手（Ｓ－４→Ｓ－３）、恩村 健太郎選手（Ｓ－５→Ｓ－４）
◎ ６月２８日 第４回きじひき高原ヒルクライムでの入賞者及び昇格者
エリート：１位 ライアン マッケイ選手、２位 福井 友規選手、３位 青山 大介選手
Ｓ－２

：１位 アダム スミス選手、２位 青木 弘彦選手、３位 奥田 剛之選手

Ｓ－３

： １位 長澤 優樹選手、２位 渡辺 大輔選手、３位 ﾀﾞｽﾞｳｪﾙ ﾌﾞﾚﾝﾀﾞﾝ選手

Ｓ－４

：１位 神上 茂選手、２位 鳥居 康幸選手、３位 大崎 顕治選手

Ｓ－５

：1 位 森田 琢也選手、２位 小原 徹巳選手、３位 チェー ヨンホ選手

Ｊ

：1 位 紅谷 七輝選手、２位 渡辺 太梧選手、３位 成田 浩平選手

Ｍ

：1 位 生島 則明選手、２位 平林 和也選手、３位大須賀 次郎 選手

Ｌ

：1 位 青木 紗矢香選手、２位 佐野 陽子選手、３位 水戸 由子選手

Ｃ－１

：1 位 小堀 敢太選手

青木 弘彦選手（Ｓ－２→エリート）、長澤 優樹選手（Ｓ－３→Ｓ－２）
神上 茂選手（Ｓ－４→Ｓ－３）、小原 徹巳選手（Ｓ－５→Ｓ－４）
※ エリートクラス昇格者でＪＣＦ競技者登録をされていない方は、登録申請をして下さい。
◎ ６月２１日エンガル・サン・ロード終了時点でのＨＣＦポイント累計がＨＰに掲載されています。
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