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山本 幸平選手(BH－SRSUNTOUR-KMC)が７月２３日長野県富士見町で開催された全日本 MTB
選手権 XCO 男子エリートで、３連覇を果たしました。

◎第 72 回国民体育大会自転車競技派遣選手
監督
成年 藪下 昌也

少年 大森 芳明

氏名

トラック

ロード

中川 拳

ポイントレース

ロードレース

西尾 憲人

スクラッチ

ロードレース

木賊 弘明

ケイリン

大坪 優介

１ｋｍTT

大森 光明

１ｋｍTT

菊地 信成

ケイリン

小堀 敢太

ポイントレース

寺井 えりか

ケイリン

三尾 那央子

スクラッチ

ロードレース

◎6 月 25 日 第 4 回 留萌新聞社杯での入賞者及び昇格者
エリート：1 位 林 裕也選手、2 位 平田 久仁枝選手、3 位 青木 彦太選手
Ｓ－２

：1 位 石田 考選手（エリート昇格）、2 位 二階堂 亮将選手、3 位 市川 裕樹選手

Ｓ－３

：1 位 宮崎 裕史選手（Ｓ―2 昇格）、2 位 浜松 信好選手、3 位 横輪 祐基選手

Ｓ－４

：1 位 高橋 孝弘選手、2 位 佐々木 杉夫選手（Ｓ―3 昇格）、3 位 太田 雅己選手

Ｓ－５

：1 位 花井 一孝選手（Ｓ―4 昇格）、2 位 井澤 潤二選手、3 位 森田 啓介選手

Ｍ

：1 位 濱田 力範選手、2 位 駒谷 修選手、3 位 生島 則明選手

Ｌ
Ｊ

：1 位 青木 紗矢香選手、2 位 津田 媛香選手、3 位 平澤 美穂選手
：1 位 河佐 真義選手、2 位 中村 雄大選手、3 位 横田 悠樹選手

Ｃ－１

：1 位 津田 颯選手、2 位 菅原 海斗選手

Ｃ－Ｌ

：1 位 井川 鈴華選手、2 位 神戸 暖稀羽選手

Ｃ－２

：1 位 佐藤 后嶺選手、2 位 渡辺 一気選手、3 位 青山 卓睦選手

Ｃ－３

：1 位 井澤 泉里選手

チャレンジ男子 ：1 位 楠 雄宇輔選手、2 位 髙橋 優選手、3 位 宮崎 修一選手
チャレンジ小学生 ：1 位 古川 愉選手

◎7 月 9 日 ニセコクラシックでの入賞者及び昇格者
１４０ｋｍ オープン男子：１位
１４０ｋｍ 50 歳以上：１位

田崎 友康選手、２位 高岡 亮寛選手、３位 森本 誠選手
浜田 健志選手、２位 花田 清志選手、３位 大石 一夫選手

１４０ｋｍ １９－３４歳：１位

中村 龍太郎選手、２位 井上 亮選手、３位 内田 喬平選手

１４０ｋｍ 35-39 歳：１位

田崎 友康選手、２位 森本 誠選手、３位 岩島 啓太選手

１４０ｋｍ 40-44 歳：１位

高岡 亮寛選手、２位 生田目 修選手、３位 林 裕也選手

１４０ｋｍ 45-49 歳：１位

山本 裕昭選手、２位 小倉 秀彦選手、３位 岩波 信二選手

１４０ｋｍ オープン女子（１９歳以上）：１位
７０Ｋｍ オープン男子：１位

清水 朋美選手

西谷 雅史選手、２位 菊川 実紀選手、３位 今西 大地選手

７０Ｋｍ １６-４９歳：１位

菊川 実紀選手、２位 今西 大地選手、３位 島野 翔汰選手

７０Ｋｍ ５０-５４歳：１位

西谷 雅史選手、２位 藤原 龍治選手、３位 苗村 徹選手

７０Ｋｍ ５５-５９歳：１位

猪又 靖選手、２位 平林 和也選手、３位 井口 耕二選手

７０Ｋｍ ６０-６４歳：１位

佐藤 一臣選手、２位 濱田 力範選手、３位 前川 元選手

７０Ｋｍ ６５歳以上：１位

高松 敦志選手、２位 形本 静夫選手、３位 山口 俊一選手

７０Ｋｍ オープン女子：１位

藤村 祥子選手、２位 榎本 美帆選手、３位 米田 和美選手

７０Ｋｍ 女子 19-34 歳：１位

藤村 祥子選手、２位 榎本 美帆選手、３位 ﾔﾝｸﾞ ｶﾑｵ選手

７０Ｋｍ 女子-35-39 歳：１位

ｲｻﾞﾍﾞﾙﾀﾝ選手、２位 中鶴 愛選手

７０Ｋｍ 女子-40-44 歳：１位

ﾌｨｵｰﾅﾔｰﾄﾞ選手、２位 上原 稔子選手、３位 番場 しおり選手
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７０Ｋｍ 女子-40-44 歳：１位

米田 和美選手、２位 中里 眞由美選手、３位 堀江 みちこ選手

７０Ｋｍ 女子-50-54 歳：１位

村上 純子選手、２位 前島 律子選手、３位 ﾃﾞﾗｯﾃ ﾕｷｺ選手

７０Ｋｍ 女子-55-59 歳：１位

菊池 香選手

昇格者： Ｓ―２→エリート：寺田 佑選手、
Ｓ―３→Ｓ―２：山﨑 洋明選手
Ｓ―４→Ｓ―３：花井 一孝選手、
Ｓ―５→Ｓ―４：大島 茂幸選手

◎7 月 23 日サロベツ 100 マイルロードの入賞者及び昇格者
エリート ：1 位 平田 久仁枝選手、２位 長妻 暁選手、３位 寺田 佑選手、
４位 青木 彦太選手、５位 菅原 勇人選手、６位 牧野 郁斗選手
S―2

：1 位 宮崎 裕史選手(エリートへ昇格)、２位 二階堂 亮将選手、３位 西村 貴史選手、
４位 西川 圭吾選手、５位 羽山 洋平選手、６位 片桐 耕司選手

S―3

：1 位 近藤 年昭選手(Ｓ―２へ昇格)、２位 山田 長作選手、３位 佐久間 陸選手、
４位 金浜 茂人選手、５位 鈴木 颯太選手、６位 野妻 洋充選手

S―4

：1 位 こまつ しょうじ選手(Ｓ―３へ昇格)、２位 尾山 大輔選手、３位 藤井 利紀選手、
４位 木内 実選手、５位 森本 勢選手、６位 志野原 剛選手

S―5

：1 位 三本菅 淳一選手(Ｓ―４へ昇格)、２位 荒関 徹選手、３位 渡辺 真吾選手、
４位 川橋 和弘選手、５位 佐々木 直選手、６位 北山 順二選手

M

：1 位 川嶋 邦裕選手、２位 生島 則明選手、３位 駒谷 修選手、
４位 一木 浩一郎選手、５位 金谷 安通選手、６位 森 昭廣選手

L

：1 位 米田 和美選手、２位 鶴間 琴音選手、３位 津田 媛香選手、
４位 杉野 香選手、５位 田中 希久絵選手、６位 松橋 美佳選手

J

：1 位 島野 翔汰選手、２位 松田 陸選手、３位 河佐 真義選手、
４位 小堀 敢太選手、５位 三村 光理選手、６位 板木 大知選手

C―1

：1 位 中谷 研斗選手、２位 上野 颯選手、３位 片岡 亜藍選手、
４位 渡部 岳洋選手、５位 津田 颯選手
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C―L

：1 位 神戸 暖稀羽選手

C―2

：1 位 木綿 崚介選手、２位 佐藤 后嶺選手、３位 渡辺 一気選手、
４位 青山 卓睦選手、５位 渡部 風汰選手、６位 八木 亜希人選手

C―3

：1 位 吉川 光里選手

C―4

：1 位 高橋 葉月選手、２位 高橋 幸也選手

＊ＨＡＮＡＺＯＮＯヒルクライム大会までの昇格は、ツール・ド・北海道市民レースに反映されます。
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