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山本 幸平選手は７月３日チェコ・Nove Mesto Na Moraveで開催の MTB世界選手権 男子エリート 

XCO で４１位となり、7 月 17 日第 29 回全日本マウンテンバイク選手権大会（長野）男子エリート XCO

で連覇を果たしました。 

 ６月２４～２６日東京都大島町で開催された第 85 回全日本自転車競技選手権大会のＲＲU23カテゴリ

ー（２５日）で、西尾 勇人選手が 9位、中川 拳選手が 29位となりました。また２４日の Ｔ.Ｔ 女子エリー

トで 米田 和美選手は 11位でした。 

7月 17日第 29 回全日本マウンテンバイク選手権大会（長野）のＷｏｍｅｎ Ｊｕｎｉｏｒで吉田雪那選手が

２位、Ｍｅｎ Ｕ23で本田 彬選手は5位，Ｍｅｎ Ｊｕｎｉｏｒで黒瀬 文也選手は5位穴田 玖舟選手は10位、

古江 真己選手 11 位、Ｍｅｎ Ｍａｓｔｅｒｓで桝田 啓仁選手 31 位、Ｍｅｎ Ｙｏｕｔｈで野澤 蓮選手 10 位、田

中 皓大選手 16位の成績を収めました。 

 

 ツール・ド・北海道市民レース参加申し込まれた方で、サロベツ１００マイルロードレースまでの途中昇

格された方は昇格したクラスでの出走となります。HANAZONO ヒルクライム及びモエレ沼タイムトライア

ルでの昇格は反映されません。 

 

 

◎ 7月 3日 きじひき高原ヒルクライムでの入賞者、及び昇格選手 

エリート： 1位 三輪 俊史選手、2位 佐々木 年史選手、3位 和泉 達也選手 

Ｓ―２：  1位 アダム スミス選手、2位 小平 泰広選手（エリート昇格）、3位 神上 茂選手 

Ｓ―３：  1位 居駒 薫樹選手（Ｓ―2昇格）、2位 瀬戸口 祐貴選手、3位 臼井 知輝選手 

Ｓ―４：  1位 杉村 康雄選手（Ｓ―3昇格）、2位 浅理 邦春選手、3位 阿部 泰洋選手 

Ｓ―５：  1位 豊島 洋祐選手（Ｓ―4昇格）、2位 小笠原 正樹選手、3位 榊原 滋選手 

Ｊ：     1位 渡邉 太梧選手、2位 成田 浩平選手、3位 菊地 洸成選手 

Ｌ：     1位 豊島 典子選手、2位 三尾 那央子選手、3位 早川 友里選手 
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Ｃ―1：  1位 片岡 亜藍選手 

Ｍ：    1位 平林 和也選手、2位 山下 豊選手、3位 山口 俊一選手 

◎ ７月１０日 ボードマンニセコクラシックでの入賞者、及び昇格選手 

エリート：1位 松田 究選手、2位 菅原 勇人選手、3位 清水 優選手 

S―2  ：1位 荻原 秀恭選手（エリート昇格）、2位 神上  茂選手、3位 細野 辰也選手 

S―3  ：1位 宮脇 翔吾選手（S―2昇格）、2位 鈴木 慎人選手、3位 牧野 郁斗選手 

S―4  ：1位 川崎 慎也選手（S―3昇格）、2位 松田 浩輔選手、3位 瀬戸 和憲選手 

S―5  ：1位 太田 圭哉選手（S―4昇格）、2位 安川 嘉仁選手、3位 武田 耕平選手 

M    ：1位 中川 康博選手、2位 山口 俊一選手、3位 一木 浩一郎選手 

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

J    ：1位 池辺 刀那選手、2位 渡邉 太梧選手、3位 中谷 亮太選手 

140Kmオープン男子  ：1位 松田 究選手、2位 星野 貴也選手、3位 菅原 勇人選手 

140Km男子（19-34歳）：1位 松田 究選手、2位 星野 貴也選手、3位 菅原 勇人選手 

140Km男子（35-39歳） ：1位 岩島 啓太選手、2位 澤野 敦志選手、 

3位 小山田 智也選手 

140Km男子（40-44歳）：1位 佐藤 秀和選手、2位 GIORDANO Stefano選手、 

3位 WOOD Andy選手 

140Km男子（45-49歳）：1位 西谷 雅史選手、2位 岩波 信二選手、 

3位 PILOTTE Sebastien選手 

140Km男子（50歳以上）：1位 小島 徹選手、2位 増田 謙一選手、3位 横山 和夫選手 

140Km女子        ：1位 STEWART Joanna選手、2位 草嶋 綾子選手 

70Kmオープン男子   ：1位 池辺 刀那選手、2位 苗村 徹選手、3位 江田 圭一郎選手 

70Km男子（50-54歳） ：1位 苗村 徹選手、2位 山本 二郎選手、3位 宇野 一成選手 

70Km男子（55-59歳） ：1位 花田 清志選手、2位 NORDEN Mark選手、 

3位 佐藤 修選手 

70Km男子（60-64歳） ：1位 SLOAN James選手、2位 工藤 久雄選手、 

3位 生島 則明選手 
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70Km男子（65歳以上）：1位 形本 静夫選手、2位 山口 俊一選手、3位 田邉 孔男選手 

70Km男子（16-49歳）  ：1位 池辺 刀那選手、2位 江田 圭一郎選手、 

3位 佐々木 暁夫選手 

７０ｋｍ オープン女子  ：1位 米田 和美選手、2位 藤村 祥子選手、3位 小林 可奈子選手 

70Km女子（19-34歳） ：1位 藤村 祥子選手、2位 青木 紗矢香選手、3位 檜垣 侑里選手 

70Km女子（35-39歳） ：1位 石井 美絵選手、2位 中山 由美子選手、 

3位 TAN Isabelle選手 

70Km女子（40-44歳） ：1位 上原 稔子選手、2位 GRIFFITHS Jane選手、 

3位 早瀬 久美選手 

70Km女子（45-49歳） ：1位 米田 和美選手、2位 小林 可奈子選手、 

3位 DINGAS sue選手 

70Km女子（50-54歳） ：1位 村上 純子選手、2位 山本 真紀恵選手、 

3位 杉浦 友季子選手 

70Km女子（55-59歳） ：1位 山口 日出選手 

70Km女子（60-64歳） ：1位 EMBLIN Julia選手、2位 赤岩 江美選手 

 

◎ ボードマンニセコクラシックまでのＨＣＦポイント累計表が出来ました。 

◎ 第 71回国民体育大会自転車競技選考選手 

 
成年の部 少年の部 女子の部 

1Ｋｍタイムトライアル 渋谷 海選手 大森 光明選手 
 

ケイリン 俵 央育選手 菊地 信成選手 寺井 えりか選手 

スプリント 木賊 弘明選手 
  

スクラッチ 
 

中谷 亮太選手 池田 ゆめこ選手 

ポイント 中川 拳選手 
  

監督 成年男子 （女子監督兼務）  薮下 昌也 

    少年男子（メカニック兼務）   大森 芳明 


