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   ５月１０日の道新杯ロードレースは風との戦いにもなりました。そこで道新杯は、木村 裕己選手、理

事長杯は、水戸部 圭一郎選手が獲得しました。また、エリートクラスに小橋 勇利選手（JP SPORTS 

TEST TEAM-MASSA-ANDEX）がオープンで参加しました。 

 

  ６月７日の The 21 ｓｔ Mt.Moiwa Hill Climbには、２５０名以上の参加申し込みがあります。尚、

藻岩山観光道路での練習走行はできません。また、当日、応援の方が自転車で登ることはできません

ので徒歩で登るようにして下さい。守られない場合は、今後の大会が開催できなくなる恐れがあります

ので、ご協力をお願いいたします。 

 

 ５月８から１０日、函館競輪場で行われた練習会に１８名の参加しました。 

 

５月３１日の 2015MTB北海道選手権 in 幕別忠類白銀台には約 70名の参加がありました。エリー

ト男子・ジュニア男子・ユース男子が同じ組での出走となりましたが、ジュニア男子３名が先頭グループ

を形成し周回を重ねてフィニッシュし他者を圧倒していました。 

 

◎5月 10日第 34回道新杯入賞者 

 エリート：1位 木村 裕己選手、2位 松田 究選手、3位 水戸部 圭一郎選手 

 Ｓ－２：  1位 石山 拓郎選手、2位 大森 智博選手 3位 芦澤 諒平選手 

 Ｓ－３：  1位 平田 久仁枝選手、2位 松下 諭喜選手、3位 小林 伸匡選手 

 Ｓ－４：  1位 後藤 智哉選手、2位 鈴木 英紀選、3位 長谷川 雄紀選手 

 Ｓ－５：  1位 西村 貴史選手、2位 増谷 学選手、3位 大崎 顕治選手 

 Ｊ：     1位 加藤 一生選手、2位 紅谷 七輝選手、 3位 中谷 亮太選手 

 Ｌ：     1位 米田 和美選手、2位 青木 紗矢香選手、3位 野々村 麻希選手 

 Ｍ：    1位 星 雅人選手、2位 駒谷 修選手、3位 生島 則明選手 
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Ｊ－Ｌ：   1位 鶴間 琴音選手、2位 榎木 保稀選手、3位 Ｍａｄａｆｆａｒｉ Ｎｉｃｏｌｅ選手 

Ｃ－１：   1位 木綿 宏太選手、2位 榎木 諒雅選手、 3位 Ｍａｄａｆｆａｒｉ Ｖｉｎｃｅｎｔ選手 

Ｃ－Ｌ：   1位 津田 媛香選手 

Ｃ－２：   1位 渡部 岳洋選手、2位 中田 空選手、3位 中澤 太河選手 

Ｃ－３：   1位 木綿 崚介選手、2位 乾 渉大選手、3位 青山 卓睦選手 

Ｃ－４：   1位 野並 建佑選手、2位 村上 巧選手、 3位 伊藤 成選手 

理事長杯：水戸部 圭一郎選手 

 ※昇格選手は下記の選手です 

石山 拓郎選手  Ｓ－２→エリート  平田 久仁枝選手  Ｓ－３→Ｓ－２   

後藤 智哉選手 Ｓ－４→Ｓ－３   西村 貴史選手  Ｓ－５→Ｓ－４ 

◎ 2015MTB北海道選手権 in 幕別忠類白銀台の入賞者は次の選手です。 

エリート男子： １位 福井 友規選手 ２位 今野 尚輝選手  ３位 石井 光平選手 

ジュニア男子： １位 本田 彬選手 ２位 黒瀬 文也選手  ３位 穴田 玖舟選手 

   ユース男子 ： １位 榎木 涼雅選手 ２位 古江 真己選手  ３位 木綿 宏太選手 

マスター男子： １位 信田 淳一選手 ２位 長谷川 拡介選手 ３位 枡田 啓仁選手 

マスター５０男子： １位 デービッド バーネット選手  ２位 古川 友二選手 選手 

３位 河崎 一仁選手 

エリート女子 ： １位 古田 真弓選手 

マスター女子 ： １位 野澤 尚子選手 ２位 稲葉 綾美選手 

ジュニア女子 ： １位 佐藤 寿美選手 ２位 榎木 保稀選手 

ユース女子  ： １位 山田 夕貴選手  ２位 吉田 雪那選手 ３位 若井 莉奈選手 

小学生高学年男子 ： １位 野澤 瑠選手 ２位 高嶋 一矢選手 ３位 古江 昂太選手 

小学生高学年女子 ： １位 久保 千夏選手 ２位 中島 理央選手 ３位 陣内 佑奈選手   

小学生低学年男子 ： 1位 吉川 光里選手 2位 中川 拓郎選手 3位 陣内 孝侑選手 

◎ＪＥＣＸ（東日本シクロクロスツアー） サマークロス第２戦  Ｓｕｍｍｅｒ Ｃｒｏｓｓ ｉｎ Ｎａｇａｎｕｍａ  

（７月２６日・北長沼水郷公園）の開催要項が掲載されました。 


