
 

         ＨＯＫＫＡＩＤＯ CYCLING FEDERATION   2017/09/14 
                          ＮＯ29－9 

 

                                                             北海道自転車競技連盟 総務委員会 

                                                                  札幌市白石区北郷３条１３丁目５－４ 

                                                              

発行人   菊地 ひずる 

ｔｅｌ 011-871-8838  ｆａｘ 011-874-4006 

Ｅ-mail: hｃｆ-news＠hokkaido-cf.jp 
 

 9月 5日～10日、オーストラリア・ケアンズで開催された UCI世界選手権大会ｰMTB ＸＣ の男子エリ

ートで山本 幸平選手（BH-SRSUNTOUR-KMC）が 42位となりました。また、女子ジュニアに出走した山

田 夕貴選手は完走しました。 

9月 8日～10日に開催されたツール・ド・北海道 2017で北海道選抜チームは 14位となりました。中川 

拳選手は個人総合で 16位となりました。 

 

 

 ◎8月 6日第 8回ニセコＨＡＮＡＺＯＮＯヒルクライムでの入賞者及び昇格者 

エリート：1位 Smith Adam 選手、2位 森本 誠選手、3位 松木 健治選手 

S-２  ：1位 鈴木 慎人選手(エリートへ昇格)、2位 連  拓選手、3位 瀬戸口 祐貴選手 

S-３  ：1位 金浜 茂人選手(S―2へ昇格)、2位 山田 長作選手、3位 富樫 陸選手 

S-４  ：1位 高橋 孝弘選手、2位 阿部 亘太選手、3位 宮本 裕泰選手(S―3へ昇格) 

S-５  ：1位 野上 直哉選手、2位 阿達 敬司選手、3位 田宮 征太郎選手 

宮本 薫選手(S―4へ昇格) 

J    ：1位 河佐 真義選手、2位 島野 翔汰選手、3位 佐々木 駿大選手 

C-１  ：1位 上野 颯選手、2位 渡部 岳洋選手、3位 夏伐 涼介選手 

L    ：1位 米田 和美選手、2位 大宅 陽子選手、3位 早川 友里選手 

M    ：1位 濱田 力範選手、2位 平林 和也選手、3位 小林 俊介選手 

MTB男子：1位 戸島 洋和選手、2位 磯部 理人選手、3位 森田 啓介選手 

ｸﾛｽﾊﾞｲｸ・小径車男子：1位 村上 賢選手、2位 木谷 弥彦選手、3位 西坂 俊一選手 

 

 

◎8月 27日第 4回 かみふらの十勝岳ﾋﾙクライムでの入賞者及び昇格者 

エリート：1位 成田 大助選手、2位 長澤 優樹選手、3位 山崎 誠一郎選手 



  

2 

Ｓ－２  :1位 山崎 洋明選手(エリートへ昇格)、2位 中里 良平選手、3位 後藤 直祐選手 

Ｓ－３  ：1位 こまつ しょうじ選手(S―2へ昇格)、2位 宮本 裕泰選手、3位 山田 長作選手 

Ｓ－４  ：1位 太田 雅己選手(S―3へ昇格)、2位 志野原 剛選手、3位 吉田 安宏選手 

Ｓ－５  ：1位 櫻庭 雄一選手(S―4へ昇格)、2位 山下 賢治選手、3位 喜多 充義選手 

Ｊ    ：1位 池辺 刀那選手、2位 青木 宏頼選手、3位 菊野 峻平選手 

Ｌ    ：1位 藤村 祥子選手、2位 早川 友里選手、3位 田中 希久絵選手 

Ｃ－１  ：1位 中谷 研斗選手 

１８－２９歳男子：1位 宇田 崇二選手、2位 難波 秀伍選手、3位 北川 正佳選手 

３０－３９歳男子：1位 矢野 宣和選手、2位 清水 紘明選手、3位 和田 穣選手 

４０－４９歳男子：1位 曽我 直紀選手、2位 浅理 邦春選手、3位 山脇 工選手 

５０－５９歳男子：1位 村田 和法選手、2位 原 康記選手、3位 岩渕 敏樹選手 

６０歳以上男子：1位 小林 俊介選手、2位 濱田 力範選手、3位 真下 博行選手 

１８－２９歳女子：1位 山田 真以選手、2位 山路 渚選手 

３０－３９歳女子：1位 菅 智美選手、2位 南 幸江選手 

４０－４９歳女子：1位 小林 万里子選手、2位 松田 幸恵選手、3位 山形 由起子選手 

５０歳以上女子：1位 村上 純子選手、2位 吉本 英子選手、3位 長野 富美恵選手 

高校生(男子)  ：1 位 青野 亜斗夢選手、2位 小西 勇人選手、3位 道言 亜夢選手 

中学生(男子)  ：1位  青野 叶夢選手、2位 青野 挑夢選手、3位 南部 優慎選手 

 

 

◎8月 27日第 10回 ﾓｴﾚ沼Ｔ.Ｔでの入賞者及び昇格者 

エリート：1位 奥場 勝利選手、2位 木村 啓介選手、3位 福井 友規選手 

Ｓ－２  ：1位 嶋瀬 拓也選手(エリートへ昇格)、2位 島影 徹選手、3位 西川 圭吾選手 

Ｓ－３  ：1位 小宮山 大輔選手(S―2へ昇格)、2位 佐々木 杉夫選手、3位 横溝 健志選手 

Ｓ－４  ：1位 黒澤 淳一郎選手(S―3へ昇格)、2位 工藤  諭志選手、3位 太田 賢選手 

Ｓ－５  ：1位 大水 寛仁選手(S―4へ昇格)、2位 中田 智英選手、3位 西谷 仁志選手 

Ｍ    ：1位 駒谷 修選手、2位 伊藤 彰宏選手、3位 輪島 末宏選手 

Ｌ    ：1位 米田 和美選手、2位 中村 明日香選手 
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Ｊ    ：1位 小堀 敢太選手、2位 榎木 涼雅選手、3位 島野 翔汰選手 

ＪーＬ  ：1位 津田 媛香選手 

Ｃ－１  ：1位 川岡 士真選手、2位 上野 颯選手、3位 佐々木 希選手 

Ｃ－Ｌ  ：1位 神戸 暖稀羽選手、2位 佐藤 まりん選手 

Ｃ－２  ：1位 佐藤 后嶺選手、2位 渡辺 一気選手、3位 木綿 崚介選手 

Ｃ－３  ：1位 村上 巧選手、2位 藤田 陸選手、3位 菊池 大誠選手 

Ｃ－４  ：1位 中田 路選手、2位 高橋 葉月選手、3位 川久保皇佑選手 

 

 

◎9月 10日 2017ツール・ド・北海道市民レースの入賞者及び昇格者 

ＪＣＦ登録者   ：1位 奥山 太郎選手、2位 青木 峻二選手、3位  海藤 颯選手 

上級者      ：1位 東 勝哉 選手、2位 清水 優選手、3位  羽山 洋平選手(エリート昇格) 

中級者       ：1位 永沢 透 選手、2位 山田 長作選手(Ｓ―2昇格)、3位  鈴木 颯太選手 

40歳未満初級者 ：1位 堂田 恭平選手(Ｓ―３昇格)、2位 難波 秀伍選手、3位 森田 琢也選手 

55歳未満初級者 ：1位 高田 智貴選手、2位  重山 太介選手、3位  佐藤 哲也選手 

神楽 智也選手(Ｓ―4昇格) 

55歳以上初級者 ：1位 小野 忠選手、2位   濱田 力範選手、3位  一木 浩一郎選手 

一般女子      ：1位 米田 和美選手、2位   苅田 磨己選手、3位  角尾 恵選手 

高校生男子     ：1位 小堀 敢太選手、2位  島野 翔汰選手、3位  渡邊 諒馬選手 

中学生男子     ：1位 篠原 輝利選手、2位  津田 颯選手、3位  上野 颯選手 

高校生女子     ：1位 津田 媛香選手、2位  堀田 萌那選手 

 

 

◎ ツール・ド・北海道市民レース終了後のＨＣＦポイント累計できました。 

 

 

 


