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  今年の北海道自転車競技連盟公認大会も残りわずかとなりました 

8月 1日 世界大学選手権男子 XCで穴田玖舟選手が 13位、黒瀬文也選手が 16位でした。女子 XC

では山田夕貴選手が 9位となりました。 

8 月 5 日 Coupe du Japon 白馬国際 UCI-C3 XCO 男子エリートで山本 幸平 選手（ Dream 

Seeker Racing Team）が優勝しました。 

8 月 12 日 2018UCI マウンテンバイク ワールドカップ（カナダ・ケベック州）ＸＣＯ女子 U23 で山田夕

貴選手は 26位でした。 

8月 26日 2018 Mercedes-Benz UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP Final La Bresse エリー

ト男性で山本幸平選手は 43位でした。 

 

    

 

◎10月 14日開催予定の２０１８シクロクロス北海道選手権大会の要項を間もなくＵＰします。 

 

◎ 9/16 （ 日 ）  チ ャ レ ン ジ ザ バ ン ク （ 市 営 函 館 競 輪 場 ） 受 付 9/10 ま で で す 。

http://www.hakodate-cf.com/challenge_the_bank_main.html  

 

◎8/5 ニセコＨＡＮＡＺＯＮＯヒルクライムでの入賞者及び昇格者 

ｴﾘｰﾄ： 1位 森本 誠選手、2位 Smith Adam選手、3位 Wang Yin-Chih選手 

S-2： 1位 矢野 宣和選手(エリート昇格)、2位 槐 三稜選手、3位 神原 昂太選手 

S-3： 1位 飯塚 高規選手(S-2昇格)、2位 薮下 陽輔選手、3位 藤井 利紀選手 

S-4： 1位 森田 琢也選手、2位 小林 拓哉選手、3位 長谷川 慎之助選手、 

額田 陽一選手(S-3昇格) 

S-5： 1位 銭谷 茂信選手(S-4昇格)、2位 小林 渡選手、3位 田宮 征太郎選手 

M： 1位 遠藤 進選手、2位 高松 敦志選手、3位 平林 和也選手 

http://www.hakodate-cf.com/challenge_the_bank_main.html
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L： 1位 米田 和美選手、2位 大宅 陽子選手、3位 早川 友里選手 

J： 1位 増田 康太選手、2位 河佐 真義選手、3位 三村 光理選手 

J-L： 1位 津田 媛香選手 

C-1： 1位 渡辺 一気選手、2位 上野 颯選手、3位 山中 健士朗選手 

C-L： 1位 神戸 暖稀羽選手 

MTB男子： 1位 森田 啓介選手、2位 東條 一郎選手、3位 三浦 淳一選手 

MTB女子： 1位 中野 扶早子選手 

小径車男子： 1位 南島 康一選手、2位 五十嵐 善行選手、3位 戸島 洋和選手 

小径車女子： 1位 野村 麻由選手、2位 帰山 佳恵選手 

小径車男子（中学・高校生)： 1位 米谷 悠太選手 

 

◎8/26 モエレ沼タイムトライアルでの入賞者及び昇格者 

ｴﾘｰﾄ： 1位 二階堂 亮将選手、2位 福井 友規選手、3位 奥場 勝利選手 

S-2： 1位 宍戸 博紀選手(エリート昇格)、2位 佐藤 優介選手、3位 下谷地  雄三選手 

S-3： 1位 遠藤 貴幸選手(Ｓ-2昇格)、2位 横溝 健志選手、3位 古川 好明選手 

S-4： 1位 村上 賢選手(Ｓ-3昇格)、2位 石岡 陸帆選手、3位 大水 寛仁選手 

S-5： 1位 中村 兆選手、2位 畑野 学選手、3位 浅野 裕也選手(Ｓ-4昇格) 

M： 1位 伊藤 彰宏選手、2位 駒谷 修選手、3位 鴨志田 康仁選手 

L： 1位 大鎌 茂子選手、2位 左古 香織選手 

J： 1位 関 瑠生選手、2位 河佐 真義選手、3位 内田 圭亮選手 

J-L： 1位 堀田 萌那選手 

C-1： 1位 佐藤 后嶺選手、2位 上野 颯選手、3位 片岡 亜藍選手 

C-L： 1位 神戸 暖稀羽選手、2位 佐藤 まりん選手、3位 地下 綾音選手 

C-2： 1位 木綿 崚介選手、2位 菊池 大誠選手、3位 野並 昊祐選手 

C-3： 1位 高橋  葉月選手、2位 中田 路選手、3位 古川 愉選手 

Ｃ-4： 1位 菅谷 蓮選手、2位 髙橋 幸也選手、3位 中川  恵太選手 

※ この大会での昇格は ツール・ド・北海道市民レースには反映されません 
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◎8/26 Sapporo小・中学生サイクルロードレースでの入賞者 

小学１年生男子： 1位 菅谷 蓮選手、2位 森田 匡選手、3位 東 建太朗選手 

小学１年生女子： 1位 高井 ななみ選手、2位 島影 茉邑選手、3位 井澤 藍里選手 

小学１年生男子 ﾏﾏﾁｬﾘ： 1位 原田 唯希選手 

小学１年生女子 ﾏﾏﾁｬﾘ： 1位 中野 珠稀選手 

小学２年生男子： 1位 中川  恵太選手、2位 髙橋 幸也選手、3位 高田 凌輔選手 

小学２年生女子： 1位 佐藤 まのあ選手 

小学２年生男子 ﾏﾏﾁｬﾘ： 1位 難波 侑吾選手 

小学２年生女子 ﾏﾏﾁｬﾘ： 1位 浅野 莉彩選手 

小学３年生男子： 1位 高橋  葉月選手、2位 中田 路選手、3位 川久保 皇佑選手 

小学３年生女子： 1位 中野 乙稀選手 

小学３年生女子 ﾏﾏﾁｬﾘ： 1位 笹島 沙紋選手 

小学４年生男子： 1位 及川 司真選手、2位 井澤 泉里選手、3位 野並 建佑選手 

小学４年生女子： 1位 藤田 美羽選手 

小学５年生男子： 1位 菊池 大誠選手、2位 泉 遙樹選手、3位 村上 巧選手 

小学５年生女子： 1位 竹岡 優蒼選手 

小学６年生男子： 1位 木綿 崚介選手、2位 野並 昊祐選手、3位 高橋 駿斗選手 

小学６年生女子： 1位 山田 美月選手、2位 関 璃玖選手 

中学１年生男子： 1位 佐藤 后嶺選手、2位 渡辺 一気選手、3位 青山 卓睦選手 

中学１年生女子： 1位 地下 綾音選手 

中学２年生男子： 1位 上野 颯選手、2位 菅谷 怜央選手、3位 津田 颯選手 

中学２年生女子： 1位 野原 夕瑚選手 

中学３年生男子： 1位 渡部 岳洋選手、2位 山中 健士朗選手、3位 片岡 亜藍選手 

中学３年生女子： 1位 神戸 暖稀羽選手、2位 佐藤 まりん選手 


