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 ５月７日タイ王国・Chai Nat 州で開催された２０１６ＭＴＢアジア選手権大会の、ＸＣ男子エリートで山本

幸平選手（Trek Factory Racing MTB XC Team）が、８連覇を達成しました。ＸＣＯジュニア女子で佐藤

寿美選手は５位となりました。 佐藤寿美選手は前日行われたクロスカントリー・チームリレーの第２走者

として出走し日本チームは３位となりました。 

４月３日静岡で開催されたチャレンジサイクルロードレース大会Ａ－Ｅで大坪 優介選手は８０位、 

Ａ－Ｍで山田 隆宏選手は１５位、Ａ－Ｕで西尾 勇人選手は３０位となりました。Ｂ-２で参加した小堀 敢

太選手は２１位となりました。 

 

  今シーズン最初の大会である５月８日開催の道新杯サイクルロードレースは晴れてはいたが終始強

風の中でのレースとなりました。 

  各大会の開催要項がホームページ（北海道自転車競技連盟 http://www.hokkaido-cf.jp/札幌自転車競

技連盟 http://www.sapporo-cf.jp/ ）に出ています。申込先・締切日をご確認の上 参加をお申し込みく

ださい。 

 

◎５月８日道新杯入賞者及び昇格者 

エリート：１位 松田 究選手、２位 熊坂 和也選手、３位 小林 研太選手 

Ｓ－２ ：１位 大坪 優介選手（エリートへ昇格）、２位 西川 圭吾選手、３位 後藤 智哉選手 

Ｓ－３ ：１位 俵 央育選手（Ｓ－２へ昇格）、２位 宮崎 裕史選手、３位 牧野 郁斗選手 

Ｓ－４ ：１位 市川 裕樹選手（Ｓ－３へ昇格）、２位 浦山 太一選手、３位 蓑口 哲郎選手 

Ｓ－５ ：１位 民谷 公選手（Ｓ－４へ昇格）、２位 阿部 泰洋選手、３位 小宮山 大輔選手 

Ｍ   ：１位 駒谷 修選手、２位 近藤 明秀選手、３位 片岡 正廣選手 

Ｊ    ：１位 中谷 亮太選手、２位 榎木 涼雅選手、３位 目黒 裕士選手 

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 
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Ｃ－１  ：１位 木綿 啓太選手、２位 渡部 岳洋選手、３位 中谷 研斗選手 

Ｃ－Ｌ  ：１位 津田 媛香選手、２位 山谷 ひかる選手 

Ｃ－２  ：１位 佐藤 后嶺選手、２位 青山 卓睦選手、３位 渡辺 一気選手 

 

Ｃ－３  ：１位 木綿 崚介選手、２位 野並 昊祐選手、３位 三浦 柊選手 

Ｃ－４  ：１位 中田 路選手、２位 高橋 葉月選手、３位 野並 建佑選手 

理事長杯 ：熊坂 和也選手 

 

各大会の詳細は次の通り 

◎６月５日 The22nd Mt.moiwa hill climb （申込期限 ５月２１日） 

問合せ先  札幌自転車競技連盟  事務局 堀江 

Ｔｅｌ 011-251-1187  E-mail ： scf-2@sapporo-cf.jp 

◎６月１９日 第５回 エンガル・サン・ロード（6/19）遠軽町≪第５１回 全国地域別自転車道路競走大会 

   第４８回 北海道地域別大会（遠軽大会） 第３０回 ツール・ド・北海道（北海道選抜チーム選手選考

レース）≫  （申込み締切り ５月３１日 ） 

         問合せ先  ＴＥＬ ０１５８－４７－２２０７ 又は 090-5955-4381 （松田） 

ＦＡＸ ０１５８－４７－２２０７（エンガル・サン・ロード大会事務局） 

◎６月２６日 第５０回 北海道自転車競技選手権大会 （申込み期限 ６月１０日） 

 問合せ先  ＴＥＬ ０９０－５２２４－３９２２（テライ） 

 ＭＡＩＬ hakodate_cf@yahoo.co.jp 

◎６月２６日 第４回留萌新聞社杯ヒルクライムタイムトライアル （受付締切 ６月１０日）      

《お問い合わせ》 

 留萌新聞社（電話）０１６４－４２－５５５５（月～金曜日の午前９時から午後５時まで 

（メール）rumoishimbunsha-hctt@outlook.jｐ 

http://rumoinw.web.fc2.com/ 

 

◎6月２６日 JECXサマークロス第２戦＆グラベルロードツアー 長沼町（申込締切 ６月１０日） 

問合せ先 札幌自転車競技連盟・北海道自転車競技連盟 事務局  堀江あて 

電話：011－251－1187    E-mail ： scf-2@sapporo-cf.jp 

mailto:hakodate_cf@yahoo.co.jp
http://rumoinw.web.fc2.com/
mailto:scf-2@sapporo-cf.jp
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◎７月３日 第 5回 きじひき高原ヒルクライム （申込み締切り ６月２０日） 

問合せ先 きじひき高原ヒルクライム実行委員会事務局（担当：寺井） 

ＴＥＬ 090-5224-3922   ＦＡＸ 0138-26-1081 

◎７月９～１０日 第 3回 ニセコ クラシック（UCIグランフォンドワールドシリーズ ） 

（申込み締切り 定員になり次第、満たない場合は６月２０日） 

問合せ先 ニセコクラシック実行委員会 事務局 担当／前田  

TEL；0136-55-6081／FAX；0136-55-6083 mail info@nisekoclassic.com 

◎７月１６～１７日 第７１回 国民体育大会自転車競技北海道ブロック予選会 （申込締切 ７月１日） 

 問合せ先  ＴＥＬ ０９０－５２２４－３９２２（テライ） 

◎８月６・７日 第７回ニセコ HANAZONO ヒルクライム 倶知安町 

             （申込み締切り 定員になり次第 満たない場合は７月１２日） 

問合せ先 ニセコ HANAZONO ヒルクライム実行委員会事務局（担当・かさい） 

              ホームページ http://nisekohillclimb.com/ 

e-mail nisekohillclimb@gmail.com ＴＥＬ 090-2056-2093 

※ 電話による問い合せは月曜日～金曜日の 9：00～18：00まで 

 

◎８月２８日 小中学生サイクルロードレース 札幌市  （申込締切 ８月１５日） 

問合せ先  札幌自転車競技連盟  事務局 堀江 

Ｔｅｌ 011-251-1187  E-mail ： scf-2@sapporo-cf.jp 

◎８月２８日 モエレ沼タイムトライアル 札幌市 （申込締切 ８月１５日） 

問合せ先  札幌自転車競技連盟  事務局 堀江 

Ｔｅｌ 011-251-1187  E-mail ： scf-2@sapporo-cf.jp 

◎ ８月２８日 MTB北海道選手権 ｉｎ 幕別忠類白銀台 幕別町（申込締切 ８月８日） 

問合せ先  東北海道自転車競技連盟（鎌田輪業内） 

TEL 0155-23-71０１ FAX 0155-２５－０１２４ 

               e-mail  kbc@f1.octv.ne.jp 

             ※ お問合せは、出来るだけメールかｆａｘでお願いします 

 

mailto:scf-2@sapporo-cf.jp

