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  9月14日のパラリンピック男子Ｃ３ ロードタイムトライアルで、藤田 征樹選手が、銀メダルを獲得しま

した。藤田選手は今年のエンガル・サン・ロード、サロベツ１００マイルロードに出場していました。 

ツール・ド・北海道 2016では、北海道選抜チームは全員が完走しチーム総合 14位と健闘しました。 

 北海道自転車競技連盟の競技は札幌市民体育大会ロードレースと北海道シクロ選手権を残すのみと

なりました。 

ツール・ド・北海道市民ロードレース後のＨＣＦポイント累計表を掲載しました。後、札幌市民体育大会

サイクルロードレースのポイントが追加されます。 

 

◎ 8月 28日 ｓａｐｐｏｒｏ小中学生サイクルロードレース入賞者 

小学 1年生男子：1位 中田 路選手、2位 高橋 葉月選手、3位 川久保 皇佑選手 

小学 1年生女子：1位 中野 乙稀選手、2位 島影 杷奈選手 

小学 1年生男子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：1位 井上 一輝選手 

小学 1年生女子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：1位 奥村 文音選手 

小学 2年生男子：1位 野並 建佑選手、2位 井澤 泉里選手、3位 石丸 太一選手 

小学 2年生女子：1位 八木 愛里選手、2位 藤田 美羽選手、3位 木内 麻結選手 

小学 2年生男子(ﾏﾏﾁｬﾘ) ：1位 大森 舞琉選手 

小学 2年生女子(ﾏﾏﾁｬﾘ) ：1位 原田 美波選手 

小学 3年生男子：1位 村上 巧選手、2位 泉 遙樹選手、3位 菊池 大誠選手 

小学 3年生女子：1位 石丸 り子選手、2位 小池 美櫻選手、3位 柳 日和選手 

小学 4年生男子：1位 木綿 崚介選手、2位 野並 昊祐選手、3位 三浦 柊選手 

小学 4年生女子：1位 山田 美月選手、2位 浅利 咲来選手 

小学 5年生男子：1位 青山 卓睦選手、2位 佐藤 后嶺選手、3位 山谷 墾選手 

小学 5年生女子(ﾏﾏﾁｬﾘ) ：1位 戸塚 星璃選手 
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小学 6年生男子：1位 津田 颯選手、2位 佐々木 櫂選手、3位 中田 空選手 

小学 6年生女子：1位 成澤 七星選手、2位 浅利 百花選手、3位 石川 杏海選手 

中学 1年生男子：1位 渡部 岳洋選手、2位 椎名 遼水選手、3位 片岡 亜藍選手 

中学 2年生男子：1位 小山内 匡選手、2位 佐々木 希選手、3位 中谷 研斗選手 

中学 3年生男子：1位 渡邊 諒馬選手、2位 佐藤 大虎選手、3位 三村 光理選手 

中学 1年生女子：1位 佐藤 まりん選手 

中学 2年生女子：1位 佐藤 瑞記選手 

中学 3年生女子：1位 津田 媛香選手 

 

◎ 8月 28日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 木村 啓介選手、2位 寺田 和格選手、3位 奥場 勝利選手 

Ｓ－２  ：1位 細野 辰也選手(エリートへ昇格)、2位 本田 欣誠選手、3位 後藤 直祐選手 

Ｓ－３  ：1位 牧野 郁斗選手(Ｓ―2へ昇格)、2位 松島 譲選手、3位 島影 徹選手 

Ｓ－４  ：1位 黒澤 淳一郎選手、2位 太田 圭哉選手(Ｓ―3へ昇格)、3位 小宮山 大輔選手 

Ｓ－５  ：1位 久保 貴史選手(Ｓ―4へ昇格)、2位 古林 康幸選手、3位 木内 実選手 

Ｍ    ：1位 伊藤 彰宏選手、2位 輪島 末宏選手、3位 星 雅人選手 

Ｌ     ：1位 森川 美緒選手 

Ｊ     ：1位 渡邉 太梧選手、2位 小堀 敢太選手、3位 廣江 龍一選手 

Ｃ－１  ：1位 川岡 士真選手、2位 渡邊 諒馬選手、3位 中谷 研斗選手 

Ｃ－Ｌ  ：1位 津田 媛香選手、2位 佐藤 瑞記選手、3位 佐藤 まりん選手 

Ｃ－２  ：1位 佐藤 后嶺選手、2位 津田 颯選手、3位 青山 卓睦選手 

Ｃ－３  ：1位 木綿 崚介選手、2位 八木 亜希人選手、3位 野並 昊祐選手 

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 

 

 

◎ 8月 28日ＭＴＢ北海道選手権大会 

エリート男子    ：1位 福井 友規選手、2位 今野 尚輝選手、3位 小曾根 誠選手 

ジュニア男子    ：1位 穴田 玖舟選手、2位 古江 真己選手、3位 小野瀬 裕斗選手 
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ジュニア女子    ：1位 佐藤 寿美選手、2位 吉田 雪那選手 

マスター40男子  ：1位 信田 淳一選手、2位 尾崎 義規選手、3位 長谷川 拡介選手 

マスター50男子  ：1位 吉川 友二選手、2位 山崎 武司選手、3位 河崎 一仁選手 

マスター60男子  ：1位 高橋 健二選手、2位 東條 一郎選手 

マスター女子    ：1位 稲葉 綾美選手、2位 野澤 尚子選手、3位 中野 扶早子選手 

Ｕ23女子       ：1位 松田 はるな選手 

ユース男子      ：1位 野澤 蓮選手、2位 榎木 涼雅選手、3位 久保 幸輝選手 

小学生高学年男子 ：1位 野澤 瑠選手、2位 古江 昂太選手、3位 今井 悠生選手 

小学生高学年女子 ：1位 久保 千夏選手、2位 中嶋 理央選手、3位 陣内 佑奈選手 

小学生低学年男子 ：1位 工藤 遙真選手、2位 中川 拓郎選手、3位 吉川 光里選手 

 

 

◎ 9月 2日ツール・ド・北海道市民レース入賞者及び昇格者 

JCF登録選手(エリート)  

1位 中尾 峻選手、2位 今井 基裕選手、3位 前田 充貴選手 

上級者(Ｓ―2)  

1位 池辺 刀那選手、2位 西田 晃平選手(エリートへ昇格)、3位 石村 展通選手 

中級者(Ｓ―3)  

1位 松浦 耕介選手、2位 甲髙 拓夢選手、3位 大羽 将司選手、 

瀬戸 和憲(Ｓ―2へ昇格) 

初級者 40歳未満(Ｓ―4) 

      1位 長沼 拳選手(Ｓ―3へ昇格)、2位 松田 浩輔選手、3位 臼井 一雅選手 

初級者 55歳未満(Ｓ―5) 

 1位 森田 琢也選手、2位 森田 啓介選手、3位 小川 宣幸選手(Ｓ―4へ昇格) 

高校生 男子(Ｊ)  

1位 小堀 敢太選手、2位 河佐 真義選手、3位 渡邉 太梧選手 

初級者 55歳以上(Ｍ)  

1位 中川 康博選手、2位 濱田 力範選手、3位 高松 敦志選手 
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一般女子(Ｌ)  

1位 米田 和美選手、2位 角尾 恵選手、3位 芝田 祥子選手 

中学生 男子(Ｃ―1) 

    1位 古林 一夢選手、2位 渡邊 諒馬選手、3位 三村 光理選手 

中学生 女子（Ｃ―Ｌ)  

1位 渡部 春雅選手 

Ａコース  1位 中尾 峻選手、2位 今井 基裕選手、3位 前田 充貴選手 

Ｂコース  1位 松浦 耕介選手、2位 甲髙 拓夢選手、3位 大羽 将司選手 

Ｃコース  1位 古林 一夢選手、2位 森田 琢也選手、3位 渡邊 諒馬選手 


