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 山本 幸平選手(Dream Seeker Racing Team )が７月 22日、第 31回 全日本マウン

テンバイク選手権大会 クロスカントリーオリンピック競技で連覇を果たしました。 

6/24 2018全日本自転車競技選手権大会 ロード・レース男子Ｕ２３で中川 拳選手が 17位となりまし

た。 

6/30Coupe du Japon 田沢湖 DHI 男子エリートで高橋 政人選手が 19 位、DHI 女子エリートで渡

邉 織枝選手が 4位、DHI 男子チャレンジで風間 健司選手が 3位となりました。7/1 XCO 女子エリート

で山田 夕貴選手が 3 位、XCO 男子ユースで野澤 瑠選手が 2 位、山下 柊選手が 3 位、XCO 男子ア

ドバンスで長谷川 拡介選手が 4 位、XCO 男子チャレンジで 荒関 徹選手が 5 位、小曽根 誠選手が

11位、XCO 女子チャレンジで 大野 夢女選手が 1位となりました。 

 7/22 第 31 回 全日本マウンテンバイク選手権大会 クロスカントリーオリンピック競技、女子Ｕ２３で山

田 夕貴選手が優勝しました。 

 

 

◎ 第７３回国民体育大会 北海道自転車競技派遣選手が発表されました 

 

◎6/24留萌新聞社杯での入賞及び昇格者 

エリート：1位 長澤 優樹選手、2位 林 裕也選手、3位 寺田 和格選手 

Ｓ-2  ：1位 中里 良平選手（エリート昇格）、2位 神原 昂太選手、3位 奥野 紘平選手 

Ｓ-3  ：1位 山本 耀介選手（S-2昇格）、2位 佐々木 杉夫選手、3位 斉藤 大朗選手 

Ｓ-4  ：1位 戸井 啓介選手（S-3昇格）、2位 村上 賢選手、3位 吉村 拓斗選手 

Ｓ-5  ：1位 向井地 政光選手（S-4昇格）、2位 佐々木 祥光選手、3位 井澤 潤二選手 

Ｍ  ：1位 遠藤 進選手、2位 濱田 力範選手、3位 一木 浩一郎選手 

Ｊ  ：1位 河佐 真義選手、2位 三村 光理選手、3位 谷口 雅虎選手 

Ｌ  ：1位 杉野 香選手、2位 津田 媛香選手、3位 平澤 美穂選手 
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Ｃ-1 ：1位 佐藤 后嶺選手、2位 渡辺 一気選手、3位 津田 颯選手 

C-2 ：1位 山口 蒼馬選手、2位 浅利 咲来選手 

C-3 ：1位 陳内 孝侑選手、2位 高橋 葉月選手、3位 井澤 泉里選手 

 

◎ニセコクラシック HCFカテゴリーでの 1~3位及び昇格者 

T.T 

エリート：1位 小林  研太選手、2位 林   裕也選手、3位 高橋  裕人選手 

S-2   ：1位 松島  譲選手（エリート昇格）、2位 下谷地 雄三選手、3位 宮澤  智裕選手 

S-3   ：1位 佐藤  優介選手（S-2昇格）、2位 太田  賢選手、3位 磯部  理人選手 

S-4   ：1位 三本菅 淳一選手（S-3昇格）、2位 岩崎  猛選手、3位 若井  利文選手 

M    ：1位 森田  啓介選手、2位 伊藤 彰宏選手、3位 村上  典正選手 

J    ：1位 河佐  真義選手、2位 三村  光理選手、3位 渡辺  健太郎選手 

L    ：1位 米田  和美選手 

ロード 

エリート：1位 牧野  郁斗選手、2位 林   裕也選手、3位 熊坂 和也選手 

S-2   ：1位 長沼  拳選手（エリート昇格）、2位 山田  長作選手、3位 瀬戸  和憲選手 

S-3   ：1位 佐々木 杉夫選手（S-2昇格）、2位 杉立  章選手、3位 佐藤  暢孝選手 

S-4   ：1位 西村  聖輝選手（S-3昇格）、2位 増田  雄仁選手、3位 戸叶  茂樹選手 

S-5   ：1位 久保  輝洋選手（S-4昇格）、2位 高木  潤選手、3位 宿南  宣文選手 

M    ：1位 平林  和也選手、2位 高松  敦志選手、3位 一木  浩一郎選手 

J     ：1位 河佐  真義選手、2位 三村  光理選手、3位 中谷  研斗選手 

L     ：1位 米田  和美選手、2位 藤村  祥子選手、3位 成田 聖子選手 

 

 

◎サロベツ 100マイルロード（7/21・22）での入賞者及び昇格者 

  Ｔ．Ｔ  

エリート：1位 奥山 太郎選手、2位 平田 久仁枝選手、3位 福井 友規選手 

S-2   ：1位 川勝 康弘選手、2位 原田 康浩選手、3位 本山 修三選手 

S-3   ：1 位黒澤 淳一郎選手、2位 秋元 謙一選手 
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S-4   ：1位 花岡 稜選手、2位 山下 智昭選手、3位 山田 徹選手 

S-5   ：1位 高橋 和幸選手、2位 西岡 健吾選手 

M    ：1位 駒谷 修選手、2位 岡村 賢一選手、3位 生島 則明選手 

J     ：1位 河佐 真義選手、2位 中谷 研斗選手 

L     ：1位 米田 和美選手、2位 津田 媛香阿部 祐代 選手 

Ｃ-１   ：１位 渡辺 一気選手、2位 渡部 岳洋選手、3位 津田 颯 

Ｃ-Ｌ   ：１位 神戸 暖稀羽選手 

C-２   １位 木綿 崚介選手 

C-３   １位 高橋 葉月選手 

C-４   １位 高橋 幸也選手、2位 菅谷 蓮選手 

ロード 

エリート：1位 牧野 郁斗選手、2位 平田 久仁枝選手、3位 宮崎 裕史選手 

４位 長澤 優樹選手、５位 島野 翔汰選手、６位 鈴木 慎人選手 

S-2   ：1位 山田 長作選手（エリート昇格）、2位 立花 良行選手、3位 和田 桂一選手 

４位 伊藤 貴幸選手、５位 川崎 慎也選手、６位 佐久間 陸選手 

S-3   ：1位 宍戸 博紀選手（S-２昇格）、2位 戸井 啓介選手、3位 大宮 伶選手 

４位 斉藤 大朗選手、５位 松橋 拓也選手、６位 工藤 諭志選手 

S-4   ：1位金澤 昭二選（S-３昇格）、2位 井上 真琴選手、3位 花岡 稜選手 

４位 尾山 大輔選手、５位 山田 徹選手、６位 額田 陽一選手 

S-5   ：1位 樫原 元選手（S-４昇格）、2位 渡辺 真吾選手、3位 尾方 進吾選手 

４位 富岡 剛史選手、５位 佐々木 祥光選手、６位 佐藤 敬章選手 

M    ：1位 一木 浩一郎選手、2位 駒谷 修選手、3位 生島 則明選手 

４位 山口 俊一選手、５位 金谷 安通選手、６位 寺下 英克選手 

J     ：1位 池辺 刀那選手、2位 三村 光理選手、3位 河佐 真義選手 

４位 居城 拓真選手、５位 島貫 慎戸郁選手、６位 中谷 研斗選手 

L     ：1位 米田 和美選手、2位 鶴間 琴音選手、3位 成田 聖子選手 

４位 杉野 香選手、５位 鈴木 邦子選手、６位 津田 媛香選手 
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Ｃ-１   ：１位津田 颯選手、2位 渡辺 一気選手、3位 佐藤 后嶺選手 

４位 片岡 亜藍選手、５位 渡部 岳洋選手、６位 菅谷 怜央選手 

Ｃ-Ｌ   ：１位神戸 暖稀羽選手 

C-２   １位木綿 崚介選手、2位 高橋 駿斗選手 

C-３   １位高橋 葉月選手 

C-４   １位 高橋 幸也選手 

 

 

◎ ツール・ド・北海道市民レースには HANAZONO ヒルクライムまでの昇格が反映されます。 


