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２０２０年度の大会が開催されました。変則的で例年の大会と異なり戸惑うこともあると思いますが、感
染防止対策にご協力をお願いします。
７月２０日 Coupe du Japon CJ-1 菖蒲谷クロスカントリーで黒瀨 文也選手が男子エリートで８位 XCC
男子エリートで１２位でした。
８月２日 coupe-du-japon-びわ湖高島 stagecj

XCO Men Elite で長谷川 拡介選手が９位、信田 淳

一選手が１４位、XCO Men Advance で小曽根 誠選手が９位でした。

◎The 27th Mt'Moiwa Hill Climb 入賞者及び昇格者
エリート：１位 増田 康太選手、２位 池辺 刀那選手、３位 鳥居 康幸選手
S－２：１位 小林 拓哉選手（エリートへ昇格）、２位 山崎 章介選手（エリートへ昇格）、
３位 井上 真琴選手
S－３：１位 小倉 功太郎選手（S-２へ昇格）、２位 宮地 隆行選手（S-２へ昇格）、
３位 永井 泰圭選手
S－４：１位 河佐 真義選手（S-３へ昇格）、２位 吉田 秀選手（S-３へ昇格）、
３位 横山 隆司選手
S－５：１位 横山 雅一選手（S-４へ昇格）、２位 一橋 聖也選手（S-４へ昇格）、
３位 清水 智彦選手
J

：１位 中谷 研斗選手、２位 渡辺 一気選手、３位 安齋 遼選手

M

：１位 遠藤 進選手、２位 村田 和法選手、３位 森田 啓介選手

Ｌ

：１位 米田 和美選手、２位 大鎌 茂子選手、３位 阿萬 香織選手

C－１：１位 中村 春斗選手、２位 猪子 虎選手、３位 菊池 大誠選手
C－L：１位 宇都宮 莉子選手

◎第 18 回 Sapporo 小中学生ロードレース（タイムトライアル）入賞者
小学 1 年生男子：１位 夏井坂 樹選手
小学 1 年生女子：１位 大田 愛久選手
小学 1 年生男子ママチャリ：１位 大平 龍駕選手、２位 渡邊 寿一選手
小学 2 年生男子:１位 西原 文哉選手、２位 井島 圭斗選手、３位 芦野 心哉選手
小学 2 年生女子:１位 高井 ななみ選手、２位 大黒 眞優選手、３位 澤田 采諧選手
小学 3 年生男子：１位 岩本 昇大選手、２位 夏井坂 陽基選手、３位 安藤 壮星選手
小学 3 年生女子：１位 宇都宮 亜子選手、２位 井澤 藍里選手、３位 島影 茉邑選手
小学 3 年生女子ママチャリ：１位 大平 心菜選手、２位 江田 こは選手
小学 4 年生男子：１位 中川 恵太選手、２位 大黒 翔眞選手、３位 高田 凌輔選手
小学 4 年生女子：１位 佐藤 まのあ選手
小学 5 年生男子：１位 西原 啓太選手、２位 岩本 凌青選手、３位 高橋

葉月選手

小学 5 年生女子：１位 井島 柚希選手、２位 中野 乙稀選手、３位 江田 いお選手
小学 6 年生男子：１位 大黒 巧翔選手、２位 加茂 稜生選手、３位 野並 建佑選手
小学 6 年生女子：１位 杉本 くるみ選手
中学 1 年生男子：１位 菊池 大誠選手、２位 泉 遥樹選手、３位 佐々木 悠人選手
中学 2 年生男子：１位 野並 昊祐選手、２位 髙橋 駿斗選手
中学 3 年生男子：１位 佐藤 后嶺選手、２位 青山 卓睦選手、３位 佐藤 レオン選手
中学 2 年生女子：１位 関 璃玖選手、２位 宇都宮 莉子選手、３位 竹谷 有紗選手
◎第 13 回モエレ沼タイムトライアル入賞者及び昇格者
エリート：１位 奥場 勝利選手、２位 宍戸 博紀選手、３位 木村 啓介選手
S₋２クラス：１位 古川 好明選手（エリートへ昇格）、２位 小倉 功太郎選手（エリートへ昇格）、
３位 小谷松 努選手
S-３クラス：１位 宇津味 健太選手（S-２へ昇格）、２位 中村 兆選手（S-２へ昇格）、
３位 三浦 翔選手
S-４クラス：１位 水崎 真選手（S-３へ昇格）、２位 内田 健太郎選手（S-３へ昇格）、
３位 成田 正剛選手
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S-５クラス：１位 江川 潔選手（S-４へ昇格）、２位 山﨑 武司選手（S-４へ昇格）、
３位 二瓶 豪選手
J クラス：１位 関 瑠生選手、２位 佐々 正真選手、３位 成田 巧選手
Ｍクラス：１位 森田 啓介選手、２位 駒谷 修選手、３位 伊藤 彰宏選手
L クラス：１位 大鎌 茂子選手、２位 阿萬 香織選手、３位 左古 香織選手

◎ エリート昇格選手はＪＣＦ競技者登録をしてください。
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