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 コロナ感染の影響で大会の延期・中止が余儀なくされ、度重なる開催日の変更がありましたが、北海道

自転車競技連盟の大会は 10月 31日の秋季記録会で終了となります。2022年度は大会が恙なく開催さ

れることを希望しております 

 全日本選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会 ⼥⼦エリート+WU23 で米田 和美選手が 4

位、男子エリートで中川 拳選手が 16位でした。全日本選手権ロード 男子 U23で島野 翔汰選手が 56

位、⼥⼦エリート+WU23 米田 和美選手が 10位、マスターズ 50〜59 + 60〜69で藤原 真選手が 10

位、男子エリートで、中川 拳選手が 22位、西尾 憲人選手が 59位となりました。 

 

◎北海道選手権大会成績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１km タイムトライアル          

第１位 中石 湊 （ 1分 05秒 30 ） 

第２位 小堀 敢太（ 1分 08秒 52 ） 

第３位 杉浦 颯太（ 1分 10秒 85 ） 

 

ケイリン   

第１位 小堀 敢太 （ 12秒 03  ） 

第２位 杉浦 颯太  

第３位 佐々 正真  

 

スクラッチ   

第１位 小堀 敢太（ 8分 15秒 86 ） 

第２位 渡邊 一気  

第３位 佐藤 后嶺  

 

ポイントレース   

第１位 小堀 敢太 （ 34Ｐ ） 

第２位 渡邊 一気 （ 28Ｐ ） 

第３位 佐藤 后嶺 （ 25Ｐ ） 

スプリント（男子）   

第１位 中石 湊  （10秒 93 ） 

第２位 杉浦 颯太 （11秒 73 ） 

第３位 佐藤 后嶺 （12秒 28 ） 

 

スプリント（女子）   

第１位 左古 香織 （14秒 42 ） 

５００m タイムトライアル  

第１位 左古 香織 （42秒 80） 
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◎札幌市民スポーツ大会での入賞者及び昇格者 

エリート：1位 小倉 功太郎選手、2位 渡辺 一気選手、3位 島崎 将男選手 

Ｓ-2：1位 水崎 真選手(エリート昇格）、2位 宇津味 健太選手、3位 畑野 学選手 

Ｓ-3：1位 三浦 拓也選手（S-2昇格）、2位 中曽 陽斗選手、3位 畠山 圭太選手 

Ｓ-4：1位 小栗 直人選手（S-3昇格）、2位 山下 大輔選手、3位 吉田 豊選手 

Ｓ-5：1位 伊藤 力選手（S-4昇格）、2位 小川 大輔選手、3位 堀 英志選手 

Ⅿ-1：1位 岡村 賢一選手、2位 田中 正実選手、3位 豊蔵 悟選手 

Ⅿ-2：1位 駒谷 修選手、2位 森 昭廣選手、3位 田中 健夫選手 

Ⅼ：1位 米田 和美選手、2位 佐藤 礼子選手 

Ｊ：1位 佐藤 后嶺選手、2位 成田 巧選手、3位 泉 遙樹選手 

Ｊ-Ⅼ：1位 齊藤 萌選手 

Ⅽ-１：1位 佐藤 太陽選手、2位 東 周歩選手、3位 菊池 大誠選手 

Ⅽ-2：1位 間所 大智選手、2位 古川 愉選手、3位 中川 恵太選手 

Ⅽ-3：1位 夏井坂 陽基選手、2位 岩本 昇大選手、3位 東 建太朗選手 

Ⅽ-4：1位 金谷 惟都選手、2位 夏井坂 樹選手、3位 足立 月花選手 

市長杯：佐藤 后嶺選手 

       

 

◎小中学生 TTでの入賞者 

小学 1年生女子：1位 奥山 千紗選手、2位 足立 月花選手 

小学 1年生男子：1位 大伴 玄汰郎選手 

小学 2年生女子：1位 間所 笑理選手、2位 黒田 光咲選手、3位 太田 朱莉選手 

小学 2年生男子：1位 夏井坂 樹選手、2位 金谷 惟都選手、3位 渡邊 寿一選手 

小学 3年生女子：1位 大黒 眞優選手、2位 高井 ななみ選手、3位 足立 雪月選手 

小学 3年生男子：1位 奥山 悠悟選手、2位 芦野 心哉選手、3位 川瀬 聖尚選手 
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小学 4年生女子：1位 土屋 祥愛選手 

小学 4年生男子：1位 岩本 昇大選手、2位 菅谷 蓮選手、3位 夏井坂 陽基選手 

小学 5年生女子：1位 佐藤 まのあ選手 

小学 5年生男子：1位 中川 恵太選手、2位 髙橋 幸也選手、3位 大黒 翔眞選手 

小学 6年生女子：1位 野坂 弥由選手、2位 吉澤 桃華選手、3位 黒田 陽咲選手 

小学 6年生女子(ﾏﾏﾁｬﾘ)：1位 笹島 沙紋選手 

小学 6年生男子：1位 古川 愉選手、2位 間所 大智選手、3位 岩本 凌青選手 

中学 1年生女子：1位 丹場 遥音選手 

中学 3年生女子：1位 飯高 梓選手 

中学 1年生男子：1位 大黒 巧翔選手、2位 永留 優選手、3位 根尾 颯選手 

中学 2年生男子：1位 泉 遙樹選手、2位 菊池 大誠選手、3位 熊谷 裕輔選手 

中学 3年生男子：1位 髙橋 駿斗選手、2位 野並 昊祐選手、3位 東 周歩選手 

◎モエレ沼 TT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 木村 啓介 島影 徹選手 

Ｓ-2：1位 近藤 敬太選手(エリート昇格）、2位 川勝 康弘選手、3位 小谷松 努選手 

Ｓ-3：1位 桑原 祐治選手（S-2昇格）、2位 伊吹 祐輝選手、3位 成田 正剛選手 

Ｓ-4：1位 村木 雅弥選手（S-3昇格）、2位 水野 諭選手、3位 吉田 豊選手 

Ｓ-5：1位 堀 英志選手（S-4昇格）、2位 小山 康範選手、3位 坂東 輝彦選手 

Ⅿ-1：1位 岡村 賢一選手、2位 鴨志田 康仁選手、3位 田中 正実選手 

Ⅿ-2：1位 駒谷 修選手、2位 田中 健夫選手、3位 鷲見 勇人選手 

Ⅼ：1位 左古 香織選手、2位 佐藤 礼子選手 

Ｊ：1位 佐藤 后嶺選手、2位 大内 陸久選手、3位 佐藤 宙翔選手 

Ｊ-Ⅼ：1位 齊藤 萌選手 
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◎2021年度のポイント累計表ができました 

◎2022 年度の会員登録受付が 11 月 1 日より開始となります。詳細につては総務のポイント委員会より

発表となります。 

JCF申し込みについてな年内は 12月 17日締め切り予定です。以後は 1月の受付となります。 


