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＊ツール・ド・北海道大会（9 月 11 日〜15 日） 道選抜チームの紹介
監督 坂上信也 メカニシャン 風間 貴之 マッサージャー 斉藤 めぐみ
選手 山本 和弘・アダムスミス・三輪 俊史・内山 剛・阿部 嵩之・栗栖 嵩・織田 修平

＊韓国実業団ステージレース（8 月予定）代表選手の紹介
団長 高木 茂光

監督 坂上 信也 メカニシャン 堤 克之

選手 アダムスミス・三輪 俊史・内山 剛・阿部 嵩之・織田 修平・フインドレー ロス

＊みちのくステージ in 岩手（7 月１１日〜13 日） 女子の部
札幌選抜チームの紹介
監督 長谷部 信一
選手 米田 和美 ・橋本 佳苗 ・松田 千裕

＊ みちのくステージ in 岩手（7 月１１日〜13 日） 男子高校生の部
北海道選抜チームの紹介
監督 竹山 利男 ・コーチ 鍋谷 潤一
選手 高宮 正嗣 ・伊藤 雄哉 ・中村 弘之輔 ・新井田 智輝 ・山谷 浩太 ・高橋 光慈
選手の皆さんは身体に気をつけ、体調がベストになるよう調整してください。
監督・コーチ・メカニシャンの皆様ボランテアでのご協力誠に有り難うございます。

＊北京オリンピック自転車競技日本代表 佃 咲江選手の壮行会が行われ本人も 意識新たに
大会参加を宣言しました。

＊ 6 月 15 日 札幌モエレ沼公園で 第 6 回小中学生サイクルロドレース大会が行われ選手は
もとより､父兄の方々のたくさんの応援を頂き、天候にも恵まれけが人もなく無事終了できました
この大会は財団法人 ＪＫＡ（競輪補助事業）の補助金で運営させて頂いておりますことに、
感謝いたします。これからも参加選手が増える様な、楽しい大会にしてまいります。

優勝者
1 年生男子 スポーツ ﾋﾞﾝｾﾝﾄ ﾏﾀﾞﾌｧﾘ、ママチャリ 長谷川 凌介
1 年生女子 スポーツ 佐藤 実亜

、ママチャリ 尾崎 里瑚

2 年生男子 スポーツ 中島 悠登

、ママチャリ 先崎 壮良

2 年生女子 スポーツ 生駒 菜摘

、ママチャリ 藤井 なつき

3 年生男子 スポーツ 中谷 亮太

、ママチャリ 朝倉 龍斗

3 年生女子 スポーツ 野中 梢

、ママチャリ 鈴木 有美香

4 年生男子 スポーツ 鈴木 琢磨

、ママチャリ 秋元 優星

4 年生女子 スポーツ 鶴間 琴音

、ママチャリ 斉藤 ほの香

5 年生男子 スポーツ 難波 秀伍

、ママチャリ 大島 佑太郎

5 年生男子 スポーツ 加藤 ひかり

、

6 年生男子 スポーツ 上田 輝

、ママチャリ 西澤 徹

6 年生女子 スポーツ 古川 祐子

、ママチャリ 山口 保奈美

中学
1 年生男子 スポーツ 中谷 優介

、ママチャリ 柴田 優

1 年生女子 スポーツ 池田 ゆめこ

、

2 年生男子 スポーツ 生駒 洋樹

、2 年生女子 スポーツ 秋元 星菜

3 年生男子 スポーツ 鷲塚 陸
優勝おめでとうございます。

、3 年生女子 スポーツ 石丸 睦

＊6 月 15 日のタイムトライアルで優勝された選手は下記の通りでした
エリート 戸田 道弘、Ｓ−２ 清水野 努、Ｓ−３ Ｂｏｂ Ｈｏｆｆ、 Ｓ−４ ベン カー
Ｓ−５ 尾久 聡、 マスター 村上 昌美、 ｼﾞｭﾆｱ 伊藤 雄哉、 女子 菅原 梢
中学生 俵 央育、 小学高学年 難波 秀伍、 小学低学年 野中 梢
Ｓ−２・３・４・５クラスの優勝者はランクアップになりました。頑張ってくださいね

＊ツール・ド・北海道のエントリーが始まりました 6 月末で本州の選手が 20 名エントリー
しております、申込締切は 7 月末となっておりますので、早めにお願いします。

＊6 月 8 日開催された「2008 年全日本選手権 個人タイム・トライアル・ロードレース大潟大会」にて
男子Ｕ２３の部 第 2 位 ＤＯＫＹＵ ＲＣ 阿部 嵩之選手

男子ジュニアの部 第 3 位 北海高

校 高宮 正嗣選手と表彰台に上がりました。今後の活躍が期待されます。

＊ 2008 年 MTB 世界選（イタリア：6/17〜22）に HCF 登録選手の小野寺健君（XC 男子 U23）・山本
和弘君･山本幸平君（XC 男子エリート）が日本代表選手として参加し活躍されました。
チャレンジ･ツール･ド･大滝会場にて、集まりましたカンパ金が 7 万円となり山本和弘君にたく
させていただいました。皆様のご協力ありがとうございました。

