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5 月 27 日 OUPE DU JAPON UCI DHI Class 3 富士見パノラマ大会のクロスカントリーの男
子ユースで野澤 瑠選手が 3 位、山下 柊選手は 5 位となりました。女子エリートでは、山田 夕
貴選手が 5 位、吉田 雪那選手が 7 位、男子エリートで黒瀬 文也選手が 22 位となりました。
6 月 3 日 Coupe du Japon 白山一里野温泉大会 クロスカントリーエリート女子で山田 夕貴
選手が 2 位となりました。チャレンジ男子では荒関 徹選手は 4 位となりました。
6 月 13 日 XCC＆XCE in 前橋で長谷川拡介選手がクロスカントリーエリミネーター 男子アドバンスで
1 位、クロスカントリーサーキットレースで 4 位となりました。
6 月 17 日 全日本ロード・タイムトライアル 男子 U23 で中川 拳選手が 3 位、⼥⼦エリートで米田 和
美選手が 4 位となりました。パラサイクリング選手権 男子 視覚障害クラス B で木村 和平選手は 1 位と
りました。

◎６/３ The 25th Mt'Moiwa Hill Climb 入賞者及び昇格者
エリート：１位 長澤 優樹選手、２位 牧野 郁斗選手、３位 菅原 勇人選手
Ｓ-２：１位 松下 諭喜選手（エリート昇格）、２位 堂田 恭平選手、３位 立花 良行選手
Ｓ-３：１位 神原 昂太選手（Ｓ-２昇格）、２位 太田 雅己選手、３位 藪下 陽輔選手
Ｓ-４：１位 竹田 昌史選手（Ｓ-３昇格）、２位 額田 陽一選手、３位 成田 浩平選手
Ｓ-５：１位 栗山 隆選手（Ｓ-４昇格）、２位 銭谷 茂信選手、３位 長内 太郎選手
Ｍ：１位 遠藤 進選手、２位 一木 浩一郎選手、３位 森田 啓介選手
Ｌ：１位 早川 友里選手、２位 水野 綾香選手、３位 鶴間 琴音選手
Ｊ：１位 河佐 真義選手、２位 池辺 刀那選手、３位 三村 光理選手
Ｃ-１：１位 上野 颯選手、２位 渡部 岳洋選手、３位 片岡 亜藍選手
Ｃ-Ｌ：１位 神戸 暖稀羽選手

◎６/３ MTB 北海道選手権 in 幕別忠類白銀台 入賞者
エリート男子； 1 位 福井友規選手 、2 位 小曽根 誠選手
エリート 女子；1 位 大野 夢女選手
ユース男子；1 位 野澤 瑠選手、2 位 山下 柊選手、3 位 田中 皓大選手
ユース女子；1 位 中嶋 理央選手、2 位 陳内 佑奈選手、3 位 西村 志帆選手
Ｕ23 男子；1 位 穴田 玖舟選手、2 位 小野瀬 祐斗選手
ジュニア男子；1 位 榎木 涼雅選手
マスターズ４０男子；1 位 長谷川 拡介選手、2 位 石田 博選手、3 位 吉田 周史選手
マスターズ４０女子；1 位 稲葉 綾美選手、2 位 対馬 磨弥選手
マスターズ５０ 男子；1 位 山﨑 武司選手、2 位 河崎 一仁選手、3 位 David Barnett 選手
マスターズ６０ 男子；１位 東條 一郎選手、２位 高橋 健二選手
小学生高学年 男子;１位 陳内 孝侑選手、２位工藤 遙真選手 、３位 䭾川 光里選手
小学生低学年 男子；１位 高橋 幸也選手、２位 芹川 吏憂選手

◎６/17 第２回定山渓・豊羽サイクルロードレース大会 入賞者及び昇格者
エリート；１位 平田 久仁枝選手、２位 佐野 千尋選手、３位 林 裕也選手
Ｓ-２；１位 堂田 恭平選手（エリート昇格）、２位 長沼 拳選手、３位 山田 長作選手
Ｓ-３；１位 横山 翔一選手（Ｓ-２へ昇格）、２位 飯塚 高規選手、３位 磯部 理人選手
地域別ロード（チーム）；１位 ＤＯＫＹＵ ＲＣ ２位 ﾁｰﾑ輪駄 ３位 北海道大学自転車競技部Ａ
地域別ロード（個人）

；１位 平田 久仁枝選手 、２位 林 裕也選手、３位 鈴木 慎人選手

北海道選抜選手選考レースの結果、平田 久仁枝選手、佐野 千尋選手、林 裕也選手、鈴木 慎人
選手の 4 名、監督推薦枠で西尾 憲人選手が選考されました。9 月 7 日から開催されるツール・ド・北海道
２０１８国際大会での活躍を期待します。
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