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特 別 協 賛

ニセコHANAZONO
ヒ ル ク ラ イ ム
実行委員会事務局

第 10 回 ニ セ コ H A N A Z O N O ヒ ル ク ラ イ ム

協 賛

株式会社ニセコマネージメントサービス

ホワイトアイル
協和綜合管理株式会社倶知安営業所
aminoVITAL
サイクル小野サッポロ
スカイニセコ / 木ニセコ / ニセコセントラル
フックス・シルコリン
株式会社きゅうべえ
ファイン・プロデュース
JA ようてい
ニセコ駅前温泉 綺羅乃湯
株式会社ニセコニアン
North Design 株式会社
ワシダレンタカーニセコ倶知安店
くっちゃん温泉ホテルようてい
ニセコ五色温泉旅館
お食事 Bar きむら
エムポケット倶知安店
トヨタレンタリース新札幌ニセコ倶知安店

IKEUCHI GROUP
ニセコ環境株式会社
株式会社ニセコリアルエステート
マイエコロッジ
Pure Hokkaido
株式会社 Room Boss
ニセコマウンテンリゾート　グラン・ヒラフ
オールスポーツコミュニティ
Chalet Ivy Hirafu
株式会社北海道マップス
有限会社長澤設備
パシフィックコンサルタンツ株式会社
NISEKO BLACK
ホリディ―ニセコ
Rhythm Japan
横関建設工業株式会社
ラッキー倶知安店
GOKISO
山翠ニセコ

第 10 回ニセコ HANAZONO ヒルクライムにご協賛いただいた皆さま、ありがとうございました。
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ニセコ HANAZONO ヒルクライム 実行委員長 ごあいさつ

ニセコ HANAZONO ヒルクライム 実行委員会顧問 祝辞

１０回目の大きな節目を迎えた「ニセコＨＡＮＡＺ
ＯＮＯヒルクライム」の開催を心よりお祝い申し上
げますとともに、国内外から６４２名の選手の皆さ
んを羊蹄山・ニセコ連山を望む私たち倶知安町にお
迎えすることができ、町民を代表いたしまして、心
よりご歓迎申し上げます。

当地は７月の「ニセコ羊蹄ファンライド」、UCI グ
ランフォンシリーズの「ニセコクラシック」、そして８
月の本大会とサイクルイベントが続きます。先のニセ
コクラシックは第６回と回を重ね、約１５００名の選
手を迎えて盛大に開催されました。こうした積み重
ねを踏まえ、ニセコ羊蹄エリアでは世界水準の自転
車の聖地を目指した官民連携の取り組みも行われて
います。その先駆けとして牽引していただいている
のが本大会であり、運営に当たられる実行委員会
の皆さんのご尽力に、心より敬意と感謝を申し上
げます。

さて、ここ公民館前からパレードスタートが始ま
ります。当町の東西のメーンストリートをおよそ１km
進み、市街地から厳しいニセコエリアの山あいへと
向かってまいります。選手の皆さんにおかれまして
は、お祭りの雰囲気とともに、夏のニセコのやさし
い風を感じながら、爽快に、また颯爽とゴールを駆
け抜けることを心よりお祈りいたします。併せて、レー
スの終了後はどうぞ、開催中の第５７回「くっちゃん
じゃが祭り」をお楽しみいただければ幸いです。

倶知安町長

文字 一志

国内外から６００名を超えた出場選手の皆さ
ま、そしてヒルクライムファン、ニセコファンの皆さ
まにより、回を重ねてちょうど１０回目の「ニセコ
HANAZONO ヒルクライム」を開催できますことを、
深く感謝申し上げます。

倶知安町のあるニセコエリアは近年、国内外から
多くのサイクリストが集まるサイクルツーリズムの最
終目的地として成長してきました。その理由は素晴
らしい風景と快適な気温、そしてバリエーション豊
かなコースに加え、多くの地元住民の皆さまにスポー
ツを楽しむマインドがあり、当エリアを訪れるスポー
ツファンの方々を歓迎してきた風土にもあるでしょ
う。第１０回の節目を迎えました本大会はもとより、
先月７月、国内外から約１５００名が出場し、開催
されました「ニセコクラシック」などサイクルイベン
トが盛んなのも、その証左といえましょう。

大会スポンサー様をはじめ、倶知安警察署、北
海道後志総合振興局、北海道開発局、倶知安町役

場の関係機関、大会ボランティアの皆さま等 、々多
くの皆さまのご協力なくして本大会の１０年の歩み
はなく、実行委員会一同、心よりお礼と感謝を申し
上げます。そして、参加選手とそのご家族、沿道で
応援するすべての皆さま、「ニセコ HANAZONO ヒル
クライム」を存分に楽しんでいただけますよう、お
祈り申し上げます。

2019 年 8 月吉日

ニセコ HANAZONO ヒルクライム
実行委員会　実行委員長

倶知安町議会　議長

鈴木 保昭
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選手のみなさまへ

次ページへ続く ▶

1. 受付・出走サイン・荷物預りについて
選手受付時に、ゼッケン、タイミングタグの入った袋をお渡しします。
ゼッケンは 1 枚です。腰の後ろにつけてください。
レーススタート前に、必ず出走サインをしてください。
3 日 ( 土 ) に受付された選手も、4 日（日）の出走サインが必要です。
出走サインのない選手は失格となります。

【 荷物預りについて 】

• ゴール地点行きの荷物は大会本部（倶知安町公民館）前の荷物預か
りバス (HANAZONO カモノハシ号）で受け付けます。

• 荷物預かりバスの受付にて荷札をお渡ししますので、ゼッケン番号・
名前を記入し、荷物にしっかりとくくりつけて、スタッフにお渡しくだ
さい。

• 荷物の中身の紛失等については補償しかねますのでご了承ください。

2. スタート地点への移動について
受付時にお渡しする別紙「スタート整列図」に従って整列してください。公民館前の道路はレース開始前
に車両が通行する場合がありますので、充分注意して下さい。

【 トイレについて 】

• 大会本部のある倶知安町公民館１階にトイレが多数あります。
• 仮設トイレはございません。
• ゴール後は、五色温泉インフォメーションセンターのトイレをお使いください。

3. スタート前の集合について
• 参加選手を人数によって 3 つのグループに分け、時間差で段階的にスタートします。大会当日、倶知

安町公民館前に参加クラスごとの先頭位置を示すラインと看板を出し、スタッフが立ちますので、出
走サインを終えた選手のみなさんは看板とスタッフの指示にしたがってご自身の参加クラスのスタート
位置にご整列ください。

• 順位の決定は個人のネットタイムによるタイムトライアル形式で行います ( 後述 )。クラスを超えて前
方よりスタートすることは不正行為として失格の対象となります。クラス内での場所取りについても、
号砲よりスタートライン（倶知安農業高校正門前）に至るまでの時間は計測されませんので、どうぞ
お譲りあってご整列ください。

4. スタート・走行について
パレードスタート方式です。先導車がつくパレードの区間は、クラスを超えての追い抜きは禁止です。
道道 58 号・倶知安農業高校正門前でレーススタートとなります。競技中、第三者から飲食物の補給の受
け取りは禁止です。
コースは両側交通規制をしています。ただし、ニセコワイスホテル付近（約 8km 地点）の右側車線は、
一部、下山方向へ車両が通行することがあります。コーンによって車線を制限しています。
選手のみなさんは、コーンより右側にはみ出して走行しないでください。現場はゆるやかな左カーブです。
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5. タイム計測について
レース方式は、倶知安農業高校前からゴールラインまでの個人ネットタイム ( 実測タイム*) によるタイム
トライアル方式です。したがって、ゴール到着順と実際の順位は必ずしも一致しませんので、あらかじめ
ご承知置きください。
公正な競技実施のため、ご協力をお願いいたします。

【実測タイムの計測方法】

1. 倶知安農業高校前にタイミングマットが敷いてあります。選手のみなさんは、
必ずマットの上を通過してください。マットの幅はコース幅を十分カバーする長
さがありますので、コース外を通ることのないようにしてください。

2. タイミングマットを通過すると、それぞれの自転車に装着されているタイミング　
チップが反応し、タイム計測を開始します。

3. 
4. ゴールラインにも、タイミングマットが敷いてありますので、必ずマットの上を　

通過してゴールしてください。ゴールのタイミングマットを通過するとゴールタイ
ムが計測されます。

※  計測タグは競技終了後、ゴール地点、又は受付テントまで返却してください。

6. ゴールについて
ゴールした選手はその場で止まらず、そのまま荷物バスのあるところまでお進みください。ゴールエリア
は待機場所が少ないです。荷物を受け取り、下り道を安全に走行できる方から順次パノラマライン経由
で下山してください（倶知安駅まで約 30km、案内看板有）。レース開催中は、コース（道道 58 号線）を通っ
てスタート地点に戻ることはできません。12:30 以降、先導車に従ってコースを通り会場に戻ることがで
きます。

7. 記録証・競技結果について
• 競技結果の発表および記録証の配布は 14:00 から大会本部にて行います。
• 表彰式はお祭り会場内のメインステージにて 14:00 から行います。

各クラスの１～ 3 位までを表彰します。豪華抽選会は表彰式会場にて、賞品のお渡しは大会本部で行
います。ぜひお立ち寄り下さい。

前ページから続き

タイミングチップは、フロントフォークに正しく装着してください ( 写真 )。

大会本部当日連絡先
ニセコ HANAZONO ヒルクライム実行委員会事務局

事務局専用電話　090-2056-2093
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ニセコ HANAZONO ヒルクライム大会規則・注意事項
１. 日本自転車競技連盟競技規則および大会特別規則による。
２. 自転車は日本自転車競技連盟競技規則におけるロードレース仕様とする他、固定ギヤ及びＤＨバー等の

ハンドルエクステンションバーの使用は認めない。 ※ ＭＴＢの部（タイヤ幅 1.9 インチ以上）参加者は、
上記の限りではありません。

３. 検車は行わないので各自の責任で整備する事。出走前に規則違反の整備自転車・使用部品、衣服等が
競技役員より指摘された場合には出走取消しになります。尚、競技中に違反発覚した場合はペナルティ
の対象になります。なお、車両重量検査は行います。重量が 6.8kg より軽い自転車は失格とする。

４.2019 年 12 月 31 日現在、満 18 才未満及び高校在学中の男女はギア比規制を行う。
　 （ギア比 7.93m 以下）（ロードレーサー のみ）
５. 参加者は自己防護のため、サイクルヘルメット（ＪＣＦ公認）、手袋を必ず着用しスポーツマンとして規律

ある行動をとる事。
６. 競技に参加する選手は、全員計測チップを取り付けて走行し、競技終了後は速やかに会場内の返却専用

窓口へ返却してください。なお、破損・未返却の場合は弁償費用として 10,000 円を頂きます。
７. 競技上の諸注意、その他について開会式にて連絡いたしますので必ず参加する事。
８. 選手同士が試走中におこした事故については主催者は一切関知しませんのでお互いの責任で処理してくだ

さい。競技中の事故による負傷については、救護班で応急処置はしますが、その後の処置は参加者本人
の責任とします。病院搬送後の治療費は自己負担となりますので、健康保険証をご持参ください。

９. 大会期間中において競技上の諸注意、その他連絡事項についてはコミュニケを発行し情報を掲示するの
で、ウェブサイト・会場内コミュニケボードにてご確認下さい。

10. 代理出走、その他不正が認められた場合は失格とし、以後の大会にも参加できません。
11. 競技途中でレースを中断した方は、直ちに最寄りの審判員及び役員、警備員に報告、または大会本部へ  

必ず電話報告してください。（大会本部電話番号 090-2056-2093）
12. 出走サインは、必ず指定時間内に指定場所で行ってください。指定時間外はペナルティの対象とします。

但しスタート後は一切認めません。出走サインのない者は失格とし、記録・順位の表示は致しません。
13. 本大会出場者の肖像権及び映像は全てニセコＨＡＮＡＺＯＮＯヒルクライム実行委員会に帰属します。参

加者の肖像、氏名、住所、年齢、競技歴などを、大会に関連する広報物全般及び報道、情報メディアに
おいて使用し、また、これに付随して主催者が製作する印刷物・ビデオ・情報メディアなどに利用するこ
とがありますのでご了承願います。

14. 参加者・応援のみなさまへ。大会運営へ危険を及ぼすような撮影行為は安全を損なうことが予見されま
すので、原則禁止とさせていただきます。

◆その他大会特別規則
１.下記の場所にて足切関門設定を行います。制限時間内に通過できなかった選手は失格とし、失格したも

のは審判員の指示に従いコースから退避しゼッケン及び計測チップを返却してください。
　　　ワイスゲート（約 6.5km 地点）　スタート後 1 時間
　　　ゴール地点　スタート後 2 時間
２. レース中の第 3 者からの飲食料の補給は認めない。
３. レース競技者と衝突を避けるため、選手単独での自転車乗車下山は厳禁。
　 大会別のポイントクラスは D （80P）クラスとする。尚ポイントは、エリート・Ｓ２～５・Ｍ・Ｌ・Ｊ・J-L・

Ｃ－１・Cｰ L に付与する。各大会の積み重ねである年間総合ポイントについて 「一般参加者」については
付与しない。
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大会スケジュール

8:00
8:10

9:50
10:00

10:25
10:30

12:30

14:00

16:00

GOKISO ホイール無料貸出
 GOKISO wheel test ride

IKEUCHI  Group
サイクリンググッズ販売

IKEUCHI cycling goods Shop

ファインプロデュース
無料バランス診断

Fee body balance check

引き続き、じゃが祭りをお楽しみください！

10:00~

10:30

11:00~
11:00~12:00
11:00~16:00
12:00~12:30
12:00~

13:00~13:30
13:30~14:00
14:00~15:00
14:30~

16:00~16:30
16:45~17:15
17:45~18:15
18:15~19:30
19:30~20:00

雪の滑り台完成

ニセコ HANAZONO ヒルクライム

牛乳の無料試飲コーナー
第二回じゃが太軍 VS じゃが子軍綱引き合戦
ストライダー体験試乗会
エネルギーサイエンスショー
じゃがいもジャンジャン取り整理券配布＆スタート

ジャンボジャガ転がし！
大道芸 ( アッキー ) 
ニセコ HANAZONO ヒルクライム表彰式
じゃがいもジャンジャン取り整理券配布＆スタート

Mt,Youtei Jr, JAZZ School 演奏
KIDS ダンス
赤坂奴
じゃが千人踊り
じゃが納涼花火大会

倶知安公民館 / Kutchan Kominkan スポンサーブース / Sponsor Booth じゃが祭り会場 /Potato Fes Venue

2019 年 8 月 4 日 ( 日 )　Sun 4th August

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

前日受付
Registration

12:00~16:00

16:00~17:00

12:00~17:00

8:00~16:00
8:10~9:50

10:00~10:25

14:00~16:00

GOKISO ホイール無料貸出
GOKISO Wheel test ride

IKEUCHI サイクリンググッズ販売
IKEUCHI cycling goods Shop

ファインプロデュース
無料バランス診断

Fee body balance check

  9:30~10:00

10:00~13:30

12:00~16:00

13:00~

13:30~14:00

14:00~17:30

16:15~

16:45~

17:30~18:30

19:00~20:30

じゃが祭りふれ太鼓

じゃが音楽パレード＆じゃが音楽祭＆小学生よさこい

ストライダー体験試乗会

雪ダルマ完成

開祭式

じゃが百人太鼓

じゃがいもジャンジャン取り整理券配布

じゃがいもジャンジャン取りスタート

阿波踊り

じゃがねぶた　

倶知安公民館 / Kutchan Kominkan スポンサーブース / Sponsor Booth じゃが祭り会場 /Potato Fes Venue

2019 年 8 月 3 日 ( 土 )　Sat 3th August

サイクリストのためのヨガ
Yoga for cyclists

選手受付 /Registration
出走サイン /Sing-up
手荷物預かり /Bag derlivery

10:30 第１グループ
10:35 第 2 グループ
10:40 第 3 グループ

12:30 競技終了
　　　Race ends

開会式  Opening ceremony

競技開始  Race starts

完走証 
Finisher's certif icate

リザルト
Result

8



参加者サービスのご案内

ゲスト情報

大会本部内には、受付以外にも選手のみなさんが気軽に立ち寄っていただけるサービスをご用意しています。

【 本部サービスご案内 】
• 受付
• AED

• スポンサーブース
• T シャツ販売

• 落し物預かり
• 応急手当

• フリースペース

• 倶知安温泉ホテルようてい、ニセコ五色温泉旅館、ニセコ駅前綺羅乃湯の温泉割引券
• 「アミノバイタル」GOLD ゼリー、パーフェクトエネルギー

【参加者特典】
コース沿線の以下の温泉施設で割引価格で入浴できる温泉割引券が、受付でお渡しする袋に入っています。
ぜひご利用ください。温泉割引券をフロントでお渡しください。

森本　誠

王胤之

Makoto Morimoto

Yin-Chih Wang

マウンテンサイクリング in 乗鞍で８回優勝の経験がある森本選手。昨年度本大会に
て優勝。GOKISO チームと共にニセコクラシックに引き続き、ニセコ HANAZONO ヒ
ルクライムに再参戦！

台湾で「１０年に一度の逸材」といわれるヒルクライマー、ワン・インチー選手。
台湾 KOM チャレンジ 2013 で並み居る UCI アジアツアーの強豪たちを抑えて見事３
位。SHIMANO 台湾のスポークスマンも務めるワン選手は昨年本大会３位。今年はニ
セコで毎日 100km 台湾サイクリスト達と一緒に８日間サイクルトレーニングを兼ね
て、本大会再参戦。

大宅　陽子
Yoko Oya

過去ヒルクライムレースで優勝経験もある実力派ライダー。NHKBS1 の番組『チャリ
ダー☆』内のユニット、坂バカ女子部第１期リーダー。自身の不調をヨガで調整・克
服した経験から、現在は多くのサイクリスト達が長くサイクルライフを楽しめるよう
にと『サイクリストヨガ』を各地で開催。同時に web マガジン『Cyclist』https://
cyclist.sanspo.com への寄稿、自身の Youtube チャンネルでの番組投稿など、web メ
ディアでの活動も活発に行なっている。今年の大会においても、前日イベントとして
サイクリストヨガ教室を開催予定。
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エリート /ROAD ELITE (JCF member ONLY)（65 名）
NO 選手名 所属
1 森本　誠 GOKISO
2 青木 彦太 TEAM NISEKO
3 池辺 刀那 MUUR-ZERO
4 石村 展通
5 伊藤 一雄 team panda
6 臼井 伸之 team panda
7 内山 剛 DokyuRacing
8 内山 隆史 ＳＦＲＣ
9 Enomoto Kazuki team panda
10 大坪 優介 NSR
11 大沼 ﾔｽﾋｺ NC ｺｲﾝﾛｯｶｰ F
12 大宮 伶 北海道大学自転車競技部
13 織田 修平 team panda
14 小山田 崇
15 貝谷 恒彦 FDA MIYASEI
16 加藤　 順啓 De Cyclo Pedali
17 Griffin Evan
18 小林 研太 NSR
19 齊藤 健志 Team Saitou
20 齊藤 豊一 ﾃﾞｼｸﾛﾍ ﾀ゙ﾞﾘ
21 齋藤 正泰 team panda
22 佐賀 聡人 勤務先：室蘭工業大学
23 坂本　悟史 GOKISO
24 坂本 伸吾 MUUR ZERO
25 佐藤 一臣 NC コインロッカーフライヤーズ
26 佐藤 隆信 TEAM PAJAMA
27 宍戸 博紀 NSR
28 島影 徹 TEAM PAJAMA
29 祥嗣 小松 SFRC
30 新谷 誠
31 Setoguchi Yuuki TEAM LEGARE
32 髙橋 宏和
33 竹浪 敏彦
34 田中 歩 CMJ
35 東條 一郎 チームTBR
36 中川 賢二 二輪倶楽部オリオン
37 中里 良平 Rolling Hills Cyclist
38 長澤 優樹 北海道大学自転車競技部
39 中原 徹 土曜サイクリングの会
40 西川 圭吾 Ｎ C コインロッカー F
41 西村 貴史 BOBBISH
42 浜松 信好 つぶあんサイクルレーシング
43 林 裕也 チーム輪駄
44 羽山 洋平 NORTH WHEELIE
45 福井 友規 Jay Parker
46 藤井 義明 岩力！
47 藤岡　拓 FDA MIYASEI
48 藤野 信一 team panda
49 古畑 聡 東光中学校
50 細井 優範
51 細野 辰也 TEAM PAJAMA
52 本谷 和宏 team panda
53 増田 康太 クラーク記念国際高等学校
54 三浦 謙太郎 アレグロ
55 宮澤 智裕 TEAM PAJAMA
56 三輪 俊史
57 村上　禎信 Team Niseko
58 森田 竜彦 ライデンズ
59 矢野 宣和 チームコンタドールロス
60 薮下 陽輔 札幌医科大学自転車競技部
61 山下　満 サイクルショップひらの
62 山田 長作 エルドラード東北
63 吉田 勝茂 team panda
64 渡部 あずさ Team Limits
65 Wang Yin-Chih

S-2（51 名）
NO 選手名 所属
101 相川 拓人
102 青山 大介 チーム輪駄
103 浅利 裕志 TEAM CYCLEPLAZA
104 飯田 俊二 NC コインロッカー F
105 飯塚 高規 北海道大学自転車競技部
106 池辺 晴彦 MUUR-ZERO
107 石川 是民 サイクルショップ朝里
108 石塚 裕也 MUUR-ZERO
109 伊藤 貴幸 Blau RERA
110 入江 康貴 CYCLES WAKASA
111 槐 三稜 team GOCHI
112 大久保 知史 チーム亀風
113 大崎 顕治
114 大澤 秀樹 NSR
115 太田 賢
116 大谷 仁志 CMJ
117 大村 健一 BOBBISH

118 カイザー マルティン正道
119 河野 喬政 チーム輪駄
120 木内 実 SFRC
121 北野 圭二 NSR
122 Kiriu Tadasi デシクロペダリ
123 笹谷 隆宏 恵庭レーシング
124 Sarudate Sotaro 東海大学
125 島川 大輝 Jsa
126 杉立 章
127 鈴木 颯太 北海道大学自転車競技部
128 巣内 福弘 BLAU RERA
129 Takeda Masashi GRC×MRC
130 田中 正直 しびれ隊 EZO
131 種村 之宏 De cyclo pedali
132 友光 寛之 チーム輪駄
133 成田 大助 なるお
134 難波 秀伍
135 野村 亨 JayParker
136 橋本 昇 アレグロ
137 藤田 和己 Team Niseko
138 本田 欣誠
139 前田 圭介 team panda
140 Mckay Ryan Nighthawk Racing
141 三谷 渉 Jay Parker
142 蓑口 哲郎 恵庭レーシング
143 村中 理計 RC アベニュー
144 森広 浩二郎 Team Niseko
146 山口 竜矢
147 山口 泰司 La Belle Equipe
148 YAMAMOTO EIJI NC コインロッカーフタイヤーズ
149 横溝 健志 RC アベニュー
150 YOSHIMURA TAKUTO
151 渡辺 勝也 船形山友の会

S-3（58 名）
NO 選手名 所属
201 秋元 謙一 muur zero
202 浅里 公保 Team SCC
203 飯尾 篤
204 井上 真琴 Team SCC
205 入江 伸介 NC コインロッカーフライヤーズ
206 上原　 茂　 Team Niseko
207 宇田 清隆 Anneau
208 内海 直樹 北海道自転車部
209 大野　典也 Team Niseko
210 Oyamatsu Tsutomu 美唄ＣＣ
211 北原 英範 恵庭レーシング
212 木村 竜太郎 ＪＡ新おたる
213 工藤 圭 HCRC
214 Kobayashi Takuya teamBLOOM
215 佐久間 行生 北海道大学自転車競技部
216 佐藤 史弥 北海道大学自転車競技部
217 Shelley Alistair G-Force
218 神 幸紀
219 杉山 智基 札幌医科大学自転車競技部
220 鈴木 啓 MRC
221 舘澤 裕次
222 田中 健人 北海道大学自転車競技部
223 田中 伸治 恵庭レーシング
224 田中 耀 北海道大学自転車競技部
225 蔡 栄浩 CYCLES WAKASA
226 千葉 宏樹 MRC
227 長 秀憲
228 坪田 明人 旭川 RRT（稚内支部）
229 手塚 充揮 札幌医科大学自転車競技部
230 中川 堅太郎
231 長嶋　大樹 peach MAX
232 Numamoto Kazuma NorthWheelie
233 畠山 圭太 SCC
234 花岡　稜 TCC
235 原田 康浩 Natural Winds
236 Hirasa Hidenori TEAM LEGARE
237 福田 武志 DOKYU RC / TCC
238 古川 好明 チームよつ葉
239 増子 脩 中村記念病院
240 Masuda Yoshihito
241 水口 晴陽 北海道大学自転車競技部
242 宮下 悟 株式会社トーモク
243 宮地 隆行 市立函館病院
244 明上 剛士
245 牟田 征平 CYCLES WAKASA
246 森 雄規 北海道大学自転車競技部
247 森河 大智 札幌学院大学自転車競技部
248 森田 琢也 ワーカム北海道
249 森雪 拓 オッティモ
250 安川 嘉仁 Team Panda
251 山崎 章介 TEAM SCC
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252 山田 徹 MRC
253 山入端 幹 MINAMIKAZE
254 山野 昭彦 MRC
255 YANG CHIH LIN
256 Yoshikawa Toshinori 大福屋
257 吉田 安宏 TEAM LEGARE
258 LIN WEN PIN

S-4（137 名）
NO 選手名 所属
301 青木 宏頼
302 赤坂 智樹
303 赤塚 脩介 IUCC
304 秋本 達之 ライドファクトリー
305 阿部 勇希
306 阿部 友貴 TEAM SPEED
307 有里 仁希
308 石崎 悦史
309 和泉澤　雄一
310 伊藤 颯汰 RBT
311 伊藤 雅浩 サイクルショップ朝里
312 伊藤 力 クワザワ AC
313 岩本 将哉
314 上野 哲幹 RC アベニュー
315 宇治 俊弥 ラポール東小樽
316 内田 健太郎
317 宇津味 健太 TEAM NISEKO
318 江刺 恭佑 LIBERTA
319 及川 祐一 LEONE Ｓ trada
320 大石 将史
321 大久保　雄 NC コインロッカーフライヤーズ
322 大島 駿平
323 大平 正芳 MRC
324 大宮 健太
325 大宮 隆生 三菱ふそうトラック・バス㈱
326 尾方 進吾 TEAM CYCLEPLAZA
327 岡山 太一
328 小川 大輔 JayParker
329 長内 太郎 SFRC( 札幌ファンライドクラブ )
330 樫村 昂 環状通東整形外科
331 加茂 博 NC コインロッカー
332 川端 宏幸
333 神田 充博 済生会小樽病院
334 Culhane Kieran Team Niseko
335 岸 直樹 LIBERTA
336 木田 克則 LWRT
337 北上 善朗
338 北川 春樹 羊蹄消防
339 木村 元 RC アベニュー
340 久保 輝洋 菊池エンジン壱號
341 久保田 勝彦 恵庭レーシング
342 黒瀬 文也 Sunshine Racing Team
343 健太 名古路 恵庭レーシング
344 郡山　雅仁 GOKISO
345 今 裕 アレグロ
346 今野 優 自衛隊札幌病院
347 齋藤 翼
348 斉藤　徳嵩
349 斉藤 秀樹 Team SCC
350 Saito Masakazu MRC
351 佐々木 直 RCC
352 佐々木 建 team panda
353 佐々木 宣彦
354 笹谷 遼 チームサイクルプラザ
355 佐藤 誉康
356 佐藤 公紀 Team SCC
357 佐藤 祐典 SFRC
358 佐野 雄介 RJK 堀農場
359 信太 寿一
360 澁谷 幸太朗
361 渋谷 直樹 LEONE .Strada
362 渋谷 政人 LEONE.Strada
363 Shimizu Kiyoshi
364 清水 勇貴
365 宿南 宣文 菊池エンジン一號
366 新保 暁彦
367 杉村 康雄
368 鈴木 貴広
369 鈴木 鉄夫
370 Tohsuke Suda 航空保安管制群
371 攝津 健太郎 MRC
372 銭谷 茂信 TEAM SPEED
373 高木 潤
374 高見 英樹
375 竹林 昌則 WAKASA RACING TEAM
376 田中 栄嗣 5 号線の牛
377 谷口 純 Rumoi Bicycle Team

378 Tanemura Youji
379 CHAN KOON YEE 青森方面隊（北海道支所）
380 CHUANG LI CHING
381 辻栄 敏文 NC コインロッカーフライヤーズ
382 手塚 佳宏
383 出村 守 Team 卍（マンジ）
384 富樫 優樹 済生会小樽病院
385 富岡 剛史
386 富川 暁 クワザワ A.C
387 Toyoshima Kiyokazu
388 直塚 功 ライデンズ
389 中川 一伸 CTJ
390 中川 真人
391 長瀬 拓真
392 長野 源太
393 長野 巧 さっぽろっこ 自転車部
394 中野 友貴
395 中村 兆 5 号線の牛
396 奈良 和樹
397 成田 佑介 ライデンズ
398 難波 徹基 エキップ・ラボカ
399 新居 蒼汰 さっぽろっこ自転車部
400 野村 匡哉 NATURAL WINDS
401 乗松 克弘 Bobbish
402 畑野　学 五号線の牛
403 Hayashi Takayuki
404 平田 上総
405 藤木 晴公 チームサイクルプラザ
406 藤田 博章 札幌凸凹自転車部
407 藤塚 大允
408 星野 智史
409 Hoshino Hiroshi
410 星野 豊
411 本間 光
412 孫崎 伸彦
413 松浦 和洋 Anneau
414 松下 由紀夫
415 間山 大輔
416 三木 拓真 CTSCAB
417 三國 直樹 チーム　サイクルプラザ
418 水野 慎太郎 squad_ride
419 宮本 薫 アレグロ
420 六車 敏克
421 茂木 洋 チームサイクルプラザ
422 本谷 匡 チームクランカー
423 森田 航平 サイクルズワカサ
424 安田 雅博 ピリカレラホテル
425 山口 知一
426 山﨑 武司 ライドファクトリー
427 湯淺 和浩
428 横山 潤
429 横輪 祐基 TEAM LEGARE
430 吉岡 広大
431 吉川 俊希 富士メ
432 吉田 秀 MRCXGRC
433 米原 啓太 TEAM LEGARE
434 和田 裕樹
435 渡邊 堅太 済生会小樽病院
436 渡辺 真吾 アレグロ
437 WANG SONG TINE

S-5（164 名）
NO 選手名 所属
1001 会津 正喜
1002 相場 諭 スポーツクラブダック岩見沢
1003 青木 尚寿 NFD 七飯消防
1004 赤石 直樹
1005 朝賀 聡志 ROAD ★ STAR
1006 浅香　雄一郎 TCC
1007 朝倉 弘純
1008 浅野 力 シンガポールズ
1009 東 基 Road Kids
1010 阿達 敬司 LEONE.Strada
1011 阿部 敏和
1012 新井 敬三 日本製紙（株）勇払事業所
1013 荒川 茂 PPC
1014 井内 彰宏 K-style カマダ
1015 生駒 裕勝 S.C.C.
1016 Isioka Toru IKBC
1017 石川 幸司
1018 石田 博
1019 石鉢 曜士
1020 Ishiyama Satoshi ニセコ町
1021 伊藤 政昭 anneau
1022 岩坂 陽悦 ＮＤＣＣ
1023 臼井 康和
1024 内澤 昌樹 サイクル朝里
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1025 海老名 晃典
1026 遠藤 宏之
1027 大塚 康洋
1028 大西 昭夫 akio.co.com
1029 大西 広幸
1030 岡田 信幸
1031 岡本 登貴雄
1032 岡山 貴之 Kimagleshift
1033 沖 岳大 HSS
1034 小倉 雅裕
1035 小椋 義人
1036 小野 修平 チーム サイクルプラザ
1037 小野寺 信勝 エキップ・ラヴォカ
1038 小原 徹巳 ライデンズ
1039 小日向 謙一 オムニ歯科 AC
1040 笠松 俊之 RBT
1041 加勢 貴寛 サイクルプラザ
1042 堅田 裕介
1043 金谷 邦人
1044 鎌田 崇嗣 岩内第二中学校
1045 亀谷 学 Team K-style
1046 川合 健
1047 川崎 洋
1048 河原 慎
1049 川原 芳弘
1050 紀伊 拓也 PHANTOM POWER RACING
1051 喜多 充義 恵庭レーシング
1052 木村 英樹 Rumoi Bicycle Team
1053 工藤　郷司
1054 工藤 英樹
1055 栗林 貞晴
1056 Kuroda Yoshifumi 恵庭レーシング
1057 桑原 健
1058 毛戸 伸記
1059 小網 輝一 チームニセコ
1060 小杉 勝則
1061 小番 一広 TEAM SPEED
1062 後藤 誉揮 陸上自衛隊
1063 小長谷　正男
1064 小林 雅樹
1065 小林 渡 LEONE.Strada
1066 Konstantin Gridnevskiy
1067 近藤 敬太 恵庭レーシング
1068 齋藤 晶久 中央バス商事
1069 Saito Yoshitaka PPC
1070 坂本 泰輔 無所属
1071 坂本 裕満
1072 佐久間 幸司
1073 作山 智洋 CC 南風
1074 佐々木 毅 三菱ふそうトラック・バス株式会社
1075 佐々木 良一
1076 佐藤 浩志 ススキノむんむんクラブ
1077 佐藤 孝昌
1078 椎名 友章
1079 篠宮 章浩 6750CC
1080 芝田 卓
1081 島谷 博幸
1082 下山 征人
1083 庄田 英明 亀田病院
1084 白澤 峰乙 ファントムパワー
1085 陣内 知樹 恵庭レーシング
1086 菅野 博文
1087 鈴木 孝寿
1088 鷲見 孝浩 恵庭レーシング
1089 瀬川 裕太
1090 曽我 直紀 team manji
1091 髙木 享宏
1092 TAKASHI NORIKAZU
1093 髙杉 和希 みなそら
1094 高橋 邦夫
1095 高橋 康
1096 竹内 大司 福祉施設
1097 竹内 友太
1098 Dadswell Brendan Team Panda
1099 伊達 和哉
1100 田中 耕一
1101 谷上 桂介 函館市役所　HCC
1102 谷﨑 慎二郎 五号線の牛
1103 Tabata Satoshi team ＳＰＥＥＤ
1104 TABATA YUICHI 発寒小児科・アレルギー科クリニック
1105 田宮 征太郎 LEONE.Strada
1106 田村 弘仁 5 号線の牛
1107 時田 宏 Team  AT
1108 長井 拓磨
1109 永井 幸生 ICC
1110 長岡 公高
1111 中坂 朝康 宮浦興業

1112 中西 篤史
1113 長沼 孝征 SCC 函館
1114 中村 頼和 TEAM SPEED
1115 奈須川 賢
1116 南部 克司 ビジネス
1117 西村 真 K-Style
1118 野上 直哉
1119 野辺地 清敏 菊池エンジン弐號
1120 萩原 精一 Anneau
1121 Patrick Dormischian
1122 浜村 一樹 TEAM　CYCLEPLAZA
1123 林 友幸
1124 速水 謙一郎
1125 ばん沢 善人
1126 平澤 一将 Vigueur Racing
1127 平塚 渉 済生会小樽病院
1128 福島 敏文
1129 福田 博之 TCC
1130 藤川 直孝 HCC
1131 藤本 誠 TCC
1132 古谷 正臣
1133 堀田 知伸 環状通東整形外科
1134 堀 智彦
1135 牧田 佳樹
1136 McVie Robert John
1137 Masui Tomoyuki
1138 町田 光繁 Team SPEED
1139 松澤 嘉輝
1140 丸山 博之 Team speed
1141 三浦 貴幸 北海電気工事株式会社
1142 三国 史典 Rumoi Bicycle Team
1143 水野 薫 ( 株 ) 車館
1144 水野 諭
1145 Minami Keita 東区役所前整形外科
1146 宮浦 友宏
1147 森田 亨 サイクルズワカサ
1148 柳原 宏昭 MRC
1149 山口 岳彦
1150 山田 耕一 やま〜ず
1151 山端 孝
1152 山森 直人
1153 矢守 俊介 旭川駅前あしたばデンタルクリニック
1154 横山 雅一 市立札幌病院
1155 吉江 真 flower shop  YOSHIE MAKOTO
1156 吉田 豊 Tokachi Bicycle Project
1157 LEE DANIEL Mojoprint
1158 若松 久恭
1159 渡部 春雄
1160 渡邊 博実
1161 渡辺 学 有限会社　渡辺石材
1162 渡辺　洋平
1163 渡會 大輔 登別中学校
1164 蕨 雄大

J：高校生男子 /Men high school students（21 名）
NO 選手名 所属
501 相野 晴 北海道科学大学高等学校
502 岩本 隆弥
503 上田 千春 名寄産業高校
504 大内 陸久 函館高専
505 川崎 祐斗 岩内高校
506 木下 鉄平 ニセコ高校
507 工藤 凪央 北海道科学大学高校
508 小池 誠斗 札幌平岡高校
509 齊藤 颯 フィオーレ
510 進藤 拓斗
511 杉村 勇輔
512 谷口 雅虎 teamBLOOM
513 夏伐 涼介 札幌西陵高校
514 新田 隼人 北海高校
515 林 摩納 北海道科学大学高校
516 廣瀬 亮太 フィオーレ
517 本多 翔ジョシュア 倶知安高校
518 本田 正宗 千歳北陽高等学校
519 山中 健士朗 函館大谷高等学校
520 渡部　岳洋 小樽潮陵高等学校
521 渡邊 翔流 札幌白石高等学校

J-L: 高校生女子 /Women high school students（1 名）
NO 選手名 所属
1221 松井 優希

C-1: 中学生男子 / Men Junior high school students（6 名）
NO 選手名 所属
1201 猪子 虎 札幌市立北陽中学校
1202 上野 颯 北斗市立上磯中学校
1203 佐藤 后嶺 TEAM PAJAMA
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1204 高橋 駿斗 芽室中学校
1205 谷口 奏太 北嶺中学校
1206 渡辺 一気 アレグロ

L（37 名）
NO 選手名 所属
1301 米田 和美 MOPS
1302 青木 紗矢香 TEAM NISEKO
1303 AMAN KAORI カゴメ株式会社
1304 大鎌 茂子 Anneau
1305 河野 由香里 PinaCafe
1306 小林 万里子 TEAM LEGARE
1307 近藤 奈緒美
1308 近藤 洋一
1309 SAKO KAORI NC coinlocker flyers
1310 貞野 さつき MRC×GRC
1311 サトウ スミレ RCC
1312 庄田 愛子 信州大学自転車競技部
1313 杉野 香 アレグロ
1314 角尾 恵 スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ
1315 相馬 未来
1316 ダズウェル 美穂 ダズウェル  ペットバディ
1317 田中 希久絵 しびれ隊 EZO
1318 田中 その恵 MRC
1319 鶴間 琴音 SFRC
1320 鶴間 直美 SFRC
1321 成田　美幸
1322 鳴瀬 麻友華 チームぽたぽた
1323 南部 綾花 Team Pinacafe
1324 Haga Yuko
1325 萩原 真由美 Anneau
1326 平澤 美穂 Vigueur Racing
1327 本間 麻里
1328 牧田 康子
1329 水木 麻実 恵庭レーシング
1330 MIYAMA IZUMI
1331 村上 昌子
1332 森田 由紀 HighAmbitionWomensCyclingAcademy
1333 安井 順子
1334 弥永 幸子 TEAM NISEKO
1335 山口 モトカ
1336 山本 恵美子 SRC904
1337 渡会 純子 しびれ隊 EZO

M（78 名）
NO 選手名 所属
1401 青沼 浩
1402 芦崎 純一 RC アベニュー
1403 石田 貢司 サイクルショップ朝里
1404 一木 浩一郎 team panda
1405 伊藤 彰宏 TEAM NISEKO
1406 井上 千春 整形外科　北新病院
1407 梅本 秀世
1408 遠藤 進 team panda
1409 遠藤 裕揮 Kuwazawa_ac
1410 大井 克由 Team.K2R
1411 小笠原　正樹 Team Niseko
1412 岡村 賢一 チームクランカー
1413 岡本 晃明 中山建設株式会社
1414 小野寺 弘樹 TEAM NISEKO
1415 形本 静夫 EVERFiT24
1416 加藤 雄喜 セキスイ
1417 鴨志田　康仁 WildLifeCC
1418 川嶋 邦裕 BIG-Orion
1419 北村 典夫 岩見沢市役所
1420 木村 聡
1421 木村 弘毅
1422 栗田 正樹 aitoheiwa
1423 駒谷 修 NC　コインロッカー　フライヤーズ
1424 斎藤　洋
1425 齊藤 文彦 ドーコン
1426 齊藤 靖志
1427 斉藤 燿卓 SD エンターテイメント
1428 渋谷 幸三 Anneau
1429 生島 則明 チームリミッツ
1430 白崎 一仁
1431 白石 丈人 Jay Parker
1432 菅原 康二 サイクルショップ朝里
1433 鈴木 省吾 倶知安 GSvc
1434 鈴木 龍宏 CC 南風
1435 鷲見 勇人 team はっとり
1436 高橋 隆之
1437 高橋 宏明 SUPER　GOAL　３
1438 高橋 政之 札幌第一病院
1439 高橋 良信 NPS
1440 高松 敦志 team--big-orion
1441 竹内 敏博 恵庭レーシング

1442 橘 伸也
1443 田中 健夫
1444 辻野 修一
1445 土谷 利明
1446 苫米地 幸市 NISECO/YOHEI C.S.C.
1447 TOMINAGA TAKASHI
1448 中井 啓介 札幌アルペン少年団
1449 中村 淳一 CC 南風
1450 中村 剛 （株）東急リゾートサービス
1451 梛野 高愛 HAWKS
1452 南部 孝志
1453 西田 英明
1454 二ノ田 のりひこ サイクル工房ニノ
1455 庭田 徹
1456 花井 康則 ＣＬＵＢ１４:
1457 林 泉
1458 樋口 博幸
1459 平田 善章
1460 平林 和也 旭光輪走会
1461 廣瀬 康彦
1462 福田 靖久 CMJ
1463 古田 信雄
1464 松井 一晃
1465 三浦 幸浩 函館整形外科クリニック
1466 水木康司
1467 村上 典正 NC コインロッカーフライヤーズ
1468 柳川 真一 柳川内科胃腸科
1469 山内 英敬 TEAM SPEED
1470 山口 俊一 CYCLES WAKASA
1471 山路 徹 チーム東鵬開発
1472 山下 清人
1473 山下 豊
1474 山根 祥二 千歳市役所
1475 山本 洋一
1476 若松 健司
1477 渡辺 隆
1478 渡辺 常彦

MTB　男子（7 名）
NO 選手名 所属
1501 磯部 理人 札幌医科大学自転車競技部
1502 伊東 崇 DOKYU RC
1503 越後 敏之 チーム K
1504 炭谷 明宏 North Fox
1505 豊蔵 悟 恵庭レーシング
1506 村山　稔 サイクルショップ朝里
1507 森田 啓介 常盤公園 MTB

MTB　女子（1 名）
NO 選手名 所属
1521 亘 幸智子 52iHMCo

クロスバイク・小径車　男子（11 名）
NO 選手名 所属
1551 有森 昭二 南風自転車店
1552 五十嵐　善行 Team SPEED
1553 大塚 元博
1554 金井 智彦
1555 河崎 均
1556 Kishizawa Takashi
1557 木谷 弥彦 北海道オリエンテーリング協会
1558 熊谷 堅太朗
1559 佐藤 仁一 ニセコスカイスポーツクラブ
1560 坂東 輝彦 美唄大通南簡易郵便局
1561 南島 康一 本門寺カメー

クロスバイク・小径車　女子（3 名）
NO 選手名 所属
1601 帰山 佳恵
1602 宮澤 佑季
1603 山本 志寿子

クロスバイク・小径車　男子【中学・高校生】（1 名）
NO 選手名 所属
1701 佐々木 颯 岩見沢東光中学校
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大会事務局からお知らせ
第 10 回ニセコ HANAZONO ヒルクライム大会にご参加いただき、ありがとうございました。

大会の記録証を会場でお受け取りになれなかった方で、郵送をご希望の場合は、大会事務局宛に電話または
メールでお知らせください。大会に参加されたご感想、ご意見等もお聞かせください。

TEL：090-2056-2093     E-mail : nisekohillclimb@gmail.com
来年もたくさんのご参加をお待ちしています。

ニセコ HANAZONO ヒルクライム実行委員会
facebook　www.facebook.com/hanazonohillclimbniseko

※第 1 回大会は、まちの駅ぷらっと前パレードスタートの時刻から各選手ゴールまでのタイムを計時。
※第 2 回大会は、レーススタート（パレードスタートから 2 分 45 秒後）の時刻から各選手ゴールまでのタイムを計時
※第 3 回大会からは、各選手ごとに倶知安農高前のレーススタートライン通過時刻からゴールまでのタイムを計時。
　第 10 回大会も、同じ計時方法を採用します。

第 1 回
エリートクラス Brian Barkhous（NSR） 0:34:58
L( 女子 ) クラス 米田 和美（Ready Go Japan） 0:42:49

第 2 回
エリートクラス Brian Barkhous（NSR） 0:31:34
L( 女子 ) クラス 米田 和美（Ready Go Japan） 0:39:11

第 3 回
エリートクラス 永田 友貴（ファントムパワー） 0:32:17
L( 女子 ) クラス 米田 和美（Ready Go Japan） 0:37:48

第 4 回
エリートクラス 佐野 千尋（サイクルフリーダム） 0:31:23
L( 女子 ) クラス 米田 和美（Ready Go Japan） 0:37:21

第 5 回
エリートクラス 木村 裕己 ０:34:01
L( 女子 ) クラス 米田 和美（Ready Go Japan） ０:38:09

第 6 回
エリートクラス 小山田 智也 0:31:23

L( 女子 ) クラス 米田 和美（Ready Go Japan） 0:37:17

第 7 回
エリートクラス 小山田 智也 0:32:47

L( 女子 ) クラス 豊島 典子（Team Panda) 0:37:16

第 8 回
エリートクラス アダム スミス 0:30:42

L( 女子 ) クラス 米田 和美（Brassica) 0:38:36

第 9 回
エリートクラス 森本　誠（GOKISO） 0:31:06

L( 女子 ) クラス 米田 和美（MOPS) 0:36:50

「ニセコ HANAZONO ヒルクライム」歴代優勝者 ( 敬称略 )
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tel: +81 (0)136-55-5556   email: info@my-ecolodge.com 
〒044-0081北海道虻田郡倶知安町山田70-15 

70-15 Abuta-gun, Kutchan-cho, Aza Yamada, Hokkaido 044-0081

www.my-ecolodge.com/
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