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中石 湊(函館大谷)は 2022 Japan Track Cup I & II（7/28～伊豆ベロドローム）にてジュニア男子

フライング２００ｍ国内記録を 2度更新した(7 月 29 日 10”171 7月 31日 10”121)。続くインター

ハイ（8/4-7 香川県） 1ｋｍタイムトライアルでは、1：03.798 の大会新記録で 3 連勝を果たしまし

た。 

同大会ロードレースでは渡辺 一気(北海道科学大)が 9 位、島崎 将男(帯広南商)が 23 位、佐藤 后

嶺(石狩南)が 33位となりました。 

 

JOC ジュニアオリンピックカップ 2022 全国ユース選抜マウンテンバイク大会（8/14 長野県白馬

村 男子ユース U15で工藤 遙真（ＢＧ8）が優勝しています。 

 

 

◎2022 年 UCI MTB 世界選手権大会(フランス・レジェ) 男子ジュニア で、古江 昂太（ＢＧ8）がエ

ントリー、95位でした。 

 

◎2022 UCI ジュニア トラック世界選手権（テルアビブ）派遣選手団 にジュニア男子で 中石 湊が

派遣 

ケイリン 5位、スプリント 4 位、タイムトライアル 3位の成績でした。 

 

 

◎UCI ジュニアネイションズカップ Tour de DMZ （8/26-30 大韓民国）では渡辺 一気(北海道科学

大)が日本チームのメンバーとして派遣され、総合 15位日本代表チームは 6位となりました。 

 

 

◎8月 7日 HANAZONOヒルクライムの入賞者及び昇格者（敬称略） 

エリート   ：1位 木村 裕己、2位 平口 泰輔、3位 森本 誠 

S－2     ：1位 伊藤 想大(エリート昇格)、2位 森田 琢也、3位 山口 泰司 

S－3     ：1位 村田 太一(S－2昇格)、2位 狛 隼土、3位 伊吹 祐輝 

S－4     ：1位 森田 航平、2位 木綿 啓太、3位 山本 竜、（ S－3昇格 齊藤 颯） 

S－5     :1位 渋谷 政人、2位 西ヶ迫 仁、3位 大谷 一太郎、(S－4 昇格 野村 匡哉) 

Ⅿ      ：1位 田中 正実，2位 岡村 賢一、3位 長谷川 勝仁 

Ⅼ      :1位 米田 和美、2位 森田 由紀、3位 日置 恵美 

J       :1位 安藤 功騎、2位 石澤 聖也、3位 升田 稀陽 

C－1     ：1位 森田 毅、2位 大黒 巧翔、3位 松田 吏生 

MTB男子   :1位 井原 徳幸、2位 平澤 一将、3位 森田 啓介 

MTB女子   :1位 中野 扶早子、2位 長野 幸智子 

クロスバイク・小径車 男子：1位 網谷 勇俊、2位 木谷 弥彦、3位 有森 昭二 

クロスバイク・小径車 女子：1位 平澤 美穂、2位 野村 麻由、3位 宮澤 佑季 
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◎ 8月 21日 第 20回Ｓａｐｐｏｒ小・中学生サイクルロードレース大会入賞者（敬称略） 

小学 2年生男子：1位 西谷 拓真、2位 田中 佑虎、3位 大伴 玄汰郎 

小学 2年生女子：1位 奥山 千紗、2位 足立 月花 

小学３年生男子：1位 金谷 惟都、2位 夏井坂 樹、3位 上野 颯馬 

小学３年生女子：1位 間所 笑理、2位 太田 朱莉 

小学 4年生男子：1位 奥山 悠悟 

小学 4年生女子：1位 高井 ななみ、2位 大黒 眞優、3位 足立 雪月 

小学 5年生男子：1位 夏井坂 陽基、2位 山田 侑波、3位 太田 貢毅 

小学 5年生女子：1位 土屋 祥愛、2位 江田 こは 

小学 6年生男子：1位 中川 恵太、2位 髙橋 幸也、3位 大黒 翔眞 

小学 6年生女子：1位佐藤 まのあ 

中学 1年生男子：1位 高橋 葉月、2位 古川 愉、3位 松田 吏生 

中学 1年生女子：1位 野坂 弥由、2位 中野 乙稀 

中学 1年生女子(ﾏﾏﾁｬﾘ) ：1位笹島 沙紋 

中学 2年生男子：1位 永留 優、2位 大黒 巧翔、3位 須藤 琉心 

中学 2年生女子：1位 坪田 紗季 

中学 3年生男子：1位 泉 遥樹、2位 合歓垣 想太、3位 恵田 人和 

 

 

◎ 8月 21日 第 15回 モエレ沼タイムトライアル大会 入賞者及び昇格者 

エリート：1位 木村 啓介、2位 宇津味 健太、3位 工藤 圭 

S－2  ：1位 桑原 祐治(エリート昇格)、2位 江川 潔、3位 小谷松 努 

S－3  ：1位 村木 雅弥(S－2昇格)、2位 吉田 豊、3位 成田 正剛 

S－4  ：1位 水野 諭(S－3昇格)、2位 落合 隆太、3位 金澤 昭二 

S－5  ：1位 清水 敬祐(S－4昇格)、2位 臼杵 亮祐、3位 小山 康範 

Ⅿ－1  ：1位 田中 正実、2位 鴨志田 康仁、3位 岡村 賢一 

Ⅿ－2  ：1位 駒谷 修、2位 田中 健夫、3位 林  泉 

Ⅼ    ：1位 成田 聖子、2位 左古 香織、3位 佐藤 礼子 

J    ：1位 坂口 風寧、2位 後村 奏汰 

C－1  ：1位 泉 遥樹、2位 佐藤 太陽、3位 大黒 巧翔 

C－L  ：1位坪田 紗季 

小学 6年生男子：1位 髙橋 幸也、2位 米田 圭佑、3位 大黒 翔眞 

小学 6年生女子：1位 佐藤 まのあ 

小学 5年生男子：1位 夏井坂 陽基、2位 山田 侑波、3位 安藤 壮星 

小学 5年生女子：1位 土屋 祥愛、2位 江田 こは 

小学 4年生男子：1位 奥山 悠悟、2位 大嶋 崇太 

小学 4年生女子：1位 大黒 眞優、2位 高井 ななみ、3位 高橋 杏菜 

小学 3年生男子：1位 夏井坂 樹、2位 金谷 惟都、3位 上野 颯馬 

小学 3年生女子：1位 間所 笑理、2位 太田 朱莉 

小学 2年生男子：1位 田中 佑虎、2位 西谷 拓真、3位 大伴 玄汰郎 

小学 2年生女子：1位 奥山 千紗、2位 清水 美夏紗、3位 足立 月花 

 

 


