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７月１９日全日本ＭＴＢ選手権ＸＣ（長野県 富士見パノラマリゾート）、XCO Men Elite で山本 幸平選
手（TREK FACTORY）が優勝、全日本チャンピオンの座を奪回しました。
XCO Women Challenge では野澤 尚子選手が優勝。XCO Women Junior では佐藤 寿美選手が
優勝。XCO Women Youth では山田 夕貴選手が優勝。XCO Men Junior で黒瀬 文也選手が４位本
田 彬選手が７位、穴田 玖舟選手が１０位。ＸＣＯ Ｍｅｎ Ｙｏｕｔｈで榎木 涼雅選手が１０位、古江 真己
選手１１位、久保 幸輝選手１５位。XCO Men ChallengeB で桝田 啓仁選手が４位、野澤 伸行選手が
２５位、森山 圭吾選手が４８位の成績でした。
８月１４日から１６日マレーシア・マラッカで開始される第 21 回アジア マウンテンバイク選手権大会に山
本 幸平選手（TREK FACTORY）、第 7 回ジュニア アジア マウンテンバイク選手権大会に佐藤 寿美
選手が日本代表選手団で派遣されます。

◎７月１２日、国民体育大会自転車競技北海道予選会の成績にて国民体育大会自転車競技北海道派遣
選手が決定しました
少年男子：菊池 洸成（函館大谷）、大森 光明（函館大谷）、中川 拳（帯広三条）
成年男子：木賊 弘明（苫小牧市）、木村 裕己（札幌市）、近藤 匡（富士大学）
少年監督

薮下 昌也

成年監督

大森 芳明

◎７月１２日、第 2 回ニセコクラシック結果、昇格者
１４０ｋｍオープンレース：１位 Cheam Dow Wei 選手、２位 石塚 将人選手、３位 清水 乾選手
１４０ｋｍオープンレース（４０歳～４９歳）：
１位 石塚 将人選手、２位 清水 乾選手、３位 田中 直木選手
１４０ｋｍオープンレース（５０歳～５９歳）：
１位 赤塚 宏選手、２位 花田 清志選手、３位 斉藤 豊一選手

７０ｋｍオープンレース：１位 Tu Chih-Hao 選手、２位 熊坂 和也選手 、３位 小山田 智也選手
７０ｋｍオープンレース（４０歳～４９歳）：
１位 笹谷 勝巳選手、２位 上原 茂選手、３位 小川 秀幸選手
７０ｋｍオープンレース（５０歳～５９歳）：
１位 片平 輝昭選手、２位 境野 成次選手、３位 藤井 義明選手
７０ｋｍオープンレース（６０歳～）：
１位 片岡 正廣選手、２位 工藤 久雄選手、３位 山口 俊一選手
７０ｋｍレディース：

１位 米田 和美選手、２位 青木 紗矢香選手、３位 藤村 祥子選手

７０ｋｍ高校生：

１位 浦中 拓朗選手、２位 今津 遼也選手

７０ｋｍ中学生：

１位 池辺 刀那選手、２位 小堀 敢太選手

昇格者
Ｓ－２→エリート：野呂 武志選手、Ｓ－３→Ｓ－２：杉本 和也選手、高橋 理生選手，
Ｓ－４→Ｓ－３：後藤 一貴選手、Ｓ－５→Ｓ－４増谷 学選手
◎７月１８・１９日、第１2 回サロベツ１００マイルロード結果、昇格者
Ｔ．Ｔ 小学生：１位 津田 颯選手、２位 木綿 崚介選手、３位 青山 卓睦選手
Ｔ．Ｔ 中学生女子：１位 津田 媛香選手
Ｔ．Ｔ 中学生男子：１位 木綿 啓太選手、２位 中谷 研斗選手
Ｔ．Ｔ 高校生男子：１位 中谷 亮太選手、２位 山口 蒔史選手、３位 熊谷 魁人選手
Ｔ．Ｔ 女子：１位 米田 和美選手、２位 大貫 六花選手
Ｔ．Ｔ ６０歳以上：１位 駒谷 修選手、２位 村上 典正選手、３位 林 泉選手
Ｔ．Ｔ ５０歳～５９歳：１位 佐藤 祐典選手、２位 齊藤 健志選手、３位 川嶋 邦裕選手
Ｔ．Ｔ ４０歳～４９歳：１位 水戸部 圭一郎選手、２位 藤原 真選手、３位 三浦 謙太郎選手
Ｔ．Ｔ ３０歳～３９歳：１位 福井 友規選手、２位 本谷 渉選手、３位 伊東 崇選手
Ｔ．Ｔ １８歳（高校生除く）～２９歳：１位 五十嵐 喜行選手、２位 平田 久仁枝選手、
３位 松下 論貴選手
エリート：１位 熊坂 和也選手、２位 林 裕也選手、３位 菅原 勇人選手、４位 本谷 渉選手、
５位 内山 剛選手、６位 ライアン マッケイ選手
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Ｓ－２：１位 松下 論貴選手、２位 渋谷 弘樹選手、３位 芦崎 充選手、４位 坪田 明人選手、
５位 藤崎 真吾選手、６位 中山 駿輝選手
Ｓ－３：１位 後藤 一貴選手、２位 松橋 拓也選手、３位 高橋

和幸選手、４位 森田 裕次郎

選手、５位 原田 康浩選手、６位 樋口 亜門選手
Ｓ－４：１位 長谷川 雄紀選手、２位 戸崎 啓貴選手、３位 大崎 顕治選手、４位 村上 智明
選手、５位 小川 秀幸選手、６位 菊池 秀哉選手
Ｓ－５：１位 工藤 学選手、２位 須藤 民篤選手、３位 豊島 清一選手、４位 豊蔵 悟選手
Ｊ：

１位 奥場 勝利選手、２位 河井 一真選手、３位 石田 太郎選手、４位 堀江 亮太選手、
５位 中谷 亮太選手、６位 山口 蒔史選手

Ｌ：

１位 米田 和美選手、２位 青木 紗矢香選手、３位 野々村 麻希選手、４位 大貫 六花
選手、５位鶴間 直美選手、６位 乾 むつみ選手

Ｍ：

１位 中川 康博選手、２位 佐々木 順久選手、３位 山口 俊一選手、４位 森 昭廣選手、
５位 生島 則明選手、６位 片岡 正廣選手

Ｃ－１：１位 小堀

敢太選手、２位 池辺 刀那選手、３位 木綿 啓太選手、４位 中谷 研斗選

手、５位 一木 良太選手、６位 吉川 元選手
Ｃ－２：１位 津田 颯選手、２位 菅原 嶺水選手、３位 河井 優太選手
Ｃ－３：１位 乾 渉太選手、２位 青山 卓睦選手、３位 佐藤 后嶺選手、４位 吉川 仁里選手、
５位野並 昊祐選手
Ｃ－Ｌ：１位 津田 媛香選手
Ｃ－４：１位 吉川 光里選手、２位 野並 建佑選手
※ 昇格者
Ｓ‐２→エリート：松下 論貴選手、Ｓ‐３→Ｓ‐２： 後藤 一貴選手、Ｓ‐４→Ｓ‐３：長谷川 雄紀選手
Ｓ－５→Ｓ－４：工藤 学選手
◎７月２６日、ＪＥＣＸ（東日本シクロクロスツアー）サマークロス第２戦 Summer Cross in Naganuma
結果
個人の部:
マスター） １位 鶴間 明選手、２位 山田 浩貴選手、３位 藤井 仁選手
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チャレンジ） １位 福井 友規選手、２位 谷口 圭祐選手、３位 小野 由紀光選手
グランベルロードレース） １位 福井 友規選手、２位 藤江 雄太選手、３位 山田 夏樹選手
団体の部
１位 ＦＥＬＴ－ｍｉｓｔｒａｌ 、２位 Ｔｅａｍ Ｓａｉｔｏｕｼｸﾛｸﾛｽ選抜、３位 Ｔｅａｍ 小林峠Ａ－ＮＳＲ
◎８月２日、第６回ニセコＨＡＮＡＺＯＮＯヒルクライム結果、昇格者
エリート：１位 小山田 智也選手、２位 森本 誠選手、３位 木村 裕己選手
Ｓ－２：１位 Smith Adam 選手、２位 高橋 翔選手、３位 高橋 理生選手
Ｓ－３：１位 長谷川 雄紀選手、２位 居駒 薫樹選手、３位 坂本 渉磨選手
Ｓ－４：１位 菊池 秀哉選手、２位 瀬戸口 祐貴選手、３位 中里 良平選手
Ｓ－５：１位 保坂 仁選手、２位 森田 琢也選手、３位 阿達 敬司選手
Ｊ：１位 中谷 亮太選手、２位 紅谷 七輝選手、３位 成田 浩平選手
Ｍ：１位 高松 敦志選手、２位 平林 和也選手、３位 生島 則明選手
Ｌ：１位 米田 和美選手、２位 青木 紗矢香選手、３位 児玉 あずさ選手
Ｊ－Ｌ：１位 鶴間 琴音選手
Ｃ－Ｌ：１位 松浦 里央選手
Ｃ－１：１位 小堀 敢太選手、２位 河佐 真義選手、３位 中谷 研斗選手
ＭＴＢ男子：１位 鈴木 教之選手、２位 森田 啓介選手、３位 山野 昭彦選手
小径車男子：１位 前田 義裕選手、２位 我妻 典俊選手、３位 森 一朗選手
小径車女子：１位 佐々木 明子選手、２位 熊谷 美紀選手、３位 見上 純子選手
Ｓ－２→エリート高橋 翔選手、Ｓ－３→Ｓ－２長谷川 雄紀選手、Ｓ－４→Ｓ－３菊池 秀哉選手，
Ｓ－５→Ｓ－４山形 英男

◎ ＨＡＮＡＺＯＮＯヒルクライムでの昇格者はツール・ド・北海道市民レースに反映されます。
ＨＣＦ累計ポイント表が掲載されてます。
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