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１ ０ 月 １ ２ 日 の Ｊ Ｅ Ｃ Ｘ （ 東 日 本 シ ク ロ ク ロ ス ツ ア ー ） 北 海 道 シ ク ロ ク ロ ス 選 手 権 大 会 Cross in
Naganuma にて北海道自転車競技連盟の今年度の大会が終了しました。ご協力有難う御座いました。
ツール・ド・北海道２０１４での北海道選抜チームの総合成績は１９位でした。
山本 幸平選手（SPECIALIZED RACING）は、９月３０日の「仁川アジア大会 2014」で３位となり、１１
月２日の「2014 年ＭＴＢアジア選手権大会（インドネシア 南スマトラ島）」では６連覇を果たしました。
長崎国体のロードレースは台風１９号の為中止となり、トラック競技のみが行われました。
１０月２６日、ＭＴＢジャパンシリーズイン石川白山一里野温泉大会 XCO 第 7 戦（石川県白山市）において
男子エリートで小野寺健選手(MIYATA-MERIDA BIKING TEAM)が優勝しました。

◎２０１４ツール・ド・北海道市民レースでの入賞者
タイムトライアル
JCF 登録選手

１位：今田 裕一選手、２位：斉藤 敦選手、３位：井上 明彦選手

上級者

１位：橋本 謙司選手、２位：齋藤 明選手、３位：嶋瀬 拓也選手

高校生男子

１位：近藤 匡選手、２位：村上 凌伍選手、３位：目黒 裕士選手

中級者

１位：山下 満選手、２位：遠藤 優選手、３位：宮崎 裕史選手

初級者４０歳未満 １位：寺田 和格選手、２位：相原 賢一選手、３位：竹脇 睦選手
初級者５５歳未満 １位：民谷 公選手、２位：伊藤 仁浩選手、３位：近藤 年昭選手
初級者５５歳以上 １位：福島 雄二選手、２位：駒谷 修選手、３位：輪島 末宏選手
一般女子

１位：米田 和美選手、２位：釜下 裕子選手、３位：定免 梢選手

高校生女子

１位：大友 涼夏選手、２位：Madaffari Nicole 選手、３位：榎木 保稀選手

中学生男子

１位：中谷 亮太選手、２位：木綿 宏太選手、３位：Vincent Madaffari 選手

中学生女子

１位：宮﨑 真由選手

小学５～６年生

１位：後藤 瞬良選手、２位：木綿 啓太選手、３位：山谷 ひかる選手、

４位：三島 カハラ選手
小学３～４年生

１位：津田 颯選手、２位：山谷 墾選手、３位岡田 匠真選手、
４位：中田 空選手、５位：乾 渉大選手、６位：青山 卓睦選手

小学１～２年生

１位：木綿 崚介選手、２位：伊井 雄斗選手、３位：岡田 悠敬選手、
４位：池田 優士選手

ロードレース
JCF 登録選手

１位：今田 裕一選手、２位：河合 宏樹選手、３位：小林 研太選手

上級者

１位：飛田 俊彦選手、２位：橋本 謙司選手、３位：Hobbs James 選手

高校生男子

１位：北西 佳輔選手、２位：竹村 拓選手、３位：村上 凌伍選手

中級者

１位：遠藤 優選手、２位：眞船 翔選手、３位：乾 飛鳥選手

初級者４０歳未満 １位：高橋 理生選手、２位：徳渕 浩選手、３位：鈴木 英紀選手
初級者５５歳未満 １位：近藤 年昭選手、２位：桑邊 和幸選手、３位：工藤 学選手
初級者５５歳以上 １位：福島 雄二選手、２位：生島 則明選手、３位：滝口 勇二選手
一般女子

１位：米田 和美選手、２位：釜下 裕子選手、３位：児玉 あずさ選手

高校生女子

１位：大友 涼夏選手

中学生男子

１位：中谷 亮太選手、２位：小堀 敢太選手、３位：榎木 涼雅選手

クリテリウム
JCF 登録選手

１位：今田 裕一選手、２位：Ben Kerr 選手、３位：河合 宏樹選手

上級者

１位：下谷地 雄三選手、２位：池田 翔平選手、３位：西川 圭吾選手

高校生男子

１位：竹村 拓選手、２位：松下 諭喜選手、３位：村上 凌伍選手

中級者

１位：遠藤 優選手、２位：山崎 琢也選手、３位：柳 繁樹選手

初級者４０歳未満 １位：入江 伸介選手、２位：横山 浩之選手、３位：津田 貴之選手
初級者５５歳未満 １位：横山 雄一朗選手、２位：近藤 年昭選手、３位：松木 盛行選手
初級者５５歳以上 １位：福島 雄二選手、２位：星 雅人選手、３位：滝口 勇二選手
一般女子

１位：米田 和美選手、２位：釜下 裕子選手、３位：松田 千裕選手

高校生女子

１位：榎木 保稀選手

中学生男子

１位：木綿 宏太選手、２位：榎木 涼雅選手、３位：中谷 亮太選手
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中学生女子

１位：松浦 里央選手、２位：宮﨑 真由選手

小学５～６年生

１位：後藤 瞬良選手、２位：佐々木 希選手、３位：山谷 ひかる選手、
４位：松浦 実育選手５位：渡部 岳洋選手、６位：山本 亜藍選手

小学３～４年生

１位：津田 颯選手、２位：佐藤 后嶺選手、３位：青山 卓睦選手、
４位：岡田 匠真選手、５位：山谷 墾選手、６位：乾 渉大選手

ステージレース
A

１位：今田 裕一選手、２位：河合 宏樹選手、３位：Ben Kerr 選手

Ｂ

１位：遠藤 優選手、２位：眞船 翔選手、３位：乾 飛鳥選手

Ｃ １位：福島 雄二選手、２位：近藤 年昭選手、３位：米田 和美選手
◎２０１４ツール・ド・北海道市民レースでの昇格者
タイムトライアル
Ｓ－２→エリート：嶋瀬 拓也選手、Ｓ－３→Ｓ－２：山下 満選手、Ｓ－４→Ｓ－３：寺田 和格選手、
Ｓ－５→Ｓ－４近藤 年昭選手
ロードレース
Ｓ－２→エリート：菅原 裕貴選手、Ｓ－３→Ｓ－２：乾 飛鳥選手、Ｓ－４→Ｓ－３：高橋 理生選手、
Ｓ－５→Ｓ－４近藤 年昭選手
クリテリウム
Ｓ－２→エリート：西川 圭吾選手、Ｓ－３→Ｓ－２：柳 繁樹選手、Ｓ－４→Ｓ－３：入江 伸介選手、
Ｓ－５→Ｓ－４近藤 年昭選手
◎第 55 回札幌市民体育大会ロードレース入賞者
エリート
Ｓ－２

１位：福井 友規選手 、２位：西尾 勇人選手 、３位：Ｂｅｎ Ｋｅｒｒ選手
１位：柳 繁樹選手 、２位：林 裕也選手 、３位：菅原 友幹選手

Ｓ－３

１位：齋藤 剣選手 、２位：新武 勇樹選手 、３位：金澤

Ｓ－４

１位：津田 貴之選手 、２位：横山 浩之選手 、３位：佐々木 博史選手

Ｓ－５

１位：小野田 正和選手 、２位：大崎 顕治選手 、３位：青野 泰晋

Ｍ

１位：駒谷 修選手 、２位：星 雅人選手 、３位：小玉 昌弘選手

Ｊ

昭二選手

１位：村上 凌伍選手 、２位：河井 一真選手 、３位：井上 一樹選手
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Ｌ

１位：米田 和美選手 、２位：児玉 あずさ選手 、３位：大貫 六花選手

Ｊ―Ｌ

１位：鶴間 琴音選手 、２位：三島 カレン選手

Ｃ－Ｌ

１位：津田 媛香選手

Ｃ－１

１位：Madaffarｉ Vincent 選手 、２位：小堀 敢太選手 、３位：成田 浩平選手

Ｃ－２

１位：後藤 瞬良選手 、２位：小山内 匡選手 、３位：中谷 研斗選手

Ｃ－３

１位：津田 颯選手 、２位：佐藤 后嶺選手 、３位：中田 空選手

Ｃ－４

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

市長杯争奪戦では 市長杯：木村 裕己選手、自転車卸組合長杯：立花 良行選手、札体協会長縦：
西川 圭吾選手が獲得しました。
◎第 55 回札幌市民体育大会ロードレースで昇格となる選手
Ｓ－２→エリート：柳 繁樹選手、Ｓ－３→Ｓ－２：新武 勇樹選手、Ｓ－４→Ｓ－３：津田 貴之選手、
Ｓ－５→Ｓ－４：小野田 正和選手
◎北海道シクロクロス選手権大会
Ｕ－１４：

Cross in Naganuma 入賞者

１位 津田 颯選手、２位 坂本 朝陽選手

チャレンジ：１位 福井 友規選手、２位 目黒 裕士選手、３位 内田 健太郎選手
マスター：
団体戦：

１位 齊藤 健志選手、２位 北野 昌昭選手、３位 荒井 進選手
１位 Ｔｅａｍ 小林峠（北野 圭二選手・橋本 昇選手・吉田 勝茂選手・藤野 信一選手）
２位 恵庭レーシングＡ（本山 修三選手・館 慎太郎選手・久保田 勝彦選手）
３位 ＲＣアベニュー（相原 綾太選手・澁谷 弘樹選手・上野 哲幹選手・浅野 智之選手・
村中 理計選手）

◎２０１４年度ポイント集計を掲載しました。
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