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  ８月１０日インターハイロードレースで中川 拳選手（帯広三条高校）が５位となりました。 

  ８ 月１６日マレーシアで行われた MTB アジア選手権のクロスカントリー男子エリート山本 幸平選手

（Trek Factory Racing）が７連覇を果たしました。女子ジュニアで佐藤 寿美選手は第３位となり、両名

はアンドラ公国・ヴァルノードで開催される、２０１５ＭＴＢ世界選手権大会、８月３１日（月）～９月６日（日）

に派遣されています。９月２日のチームリレーでは山本 幸平選手（Trek Factory Racing）が加わり、  

ＪＡＰＡＮチームは２１位となりました。9 月 3 日の XCO ジュニア女子に出走した佐藤 寿美選手は、高所

順応が出来ていなくて、途中棄権となりました。9 月 5 日の XCO エリート男子で山本 幸平選手（Trek 

Factory Racing）は４５位の成績でした。 

 

 

 

  

◎８月２３日 留萌新聞社杯ヒルクライムでの入賞者及び昇格者 

エリート    1位 木村 裕己選手、２位 水戸部 圭一郎選手、３位 ﾗｲｱﾝ ﾏｯｹｲ選手 

S-2    1位 土屋 裕太郎選手、2位 羽山 亮太選手、3位 友光 寛之選手 

S-3    1位 細野 辰也選手、2位 中村 秀樹選手、3位 藤井 義明選手 

S-4    1位 中里 良平選手、2位 荒関  徹選手、3位 大崎 顕治選手 

S-5    1位 鈴木 教之選手、2位 森田 啓介選手、3位 簔口 哲郎選手 

M    1位 濱田 力範選手、2位 駒谷 修選手、３位 佐々木 順久選手 

J    1位 山﨑 大煕選手、２位 合川 陽彩選手 

L    1位 青木 紗矢香選手、2位 五十嵐 宏子選手、３位 平澤 美穂選手 

C-1    1位 木綿 啓太選手、2位 佐々木 希選手 

C-L    1位 津田 媛香選手 

C-2    1位 津田 颯選手、2位 谷口 秀吾選手、3位 浅利 百花選手 
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C-3    1位 青山 卓睦選手、2位 佐藤 后嶺選手、3位 細野 大和選手 

チャレンジ男子 1 位 九谷 亮太選手、 2 位 伊原 秀明選手、3 位 原田 欣典選手 

チャレンジ女子   1位 谷口 暢子選手、 2位 津田 香織選手、3 位 石井 佐代子 

チャレンジ小学生  1 位 益田 郁海選手、 

※ 昇格者 

土屋 裕太郎選手：S-2→エリート、細野 辰也選手：S-3→S-2、中里 良平選手：S-4→S-3, 

簔口 哲郎選手：S-5→S-4 

◎ ８月３０日 小中学生ロードレース入賞者 

小学１年生男子    1位 野並 建佑選手、2位 及川 司真選手、3位 井澤 泉里選手 

小学１年生女子    1位 山口 歩夢選手 

小学２年生男子    1位 藤田 陸選手、2位 飛田 悠亜選手、3位 清水 俊希選手 

小学２年生女子   1位 乾 悠里子選手 

小学２年生男子ママチャリ 1位 菅井 豪選手、2位 上田 大蔵選手 

小学３年生男子   1位 木綿 崚介選手、2位 野並 昊祐選手、3位 三浦 柊選手 

小学３年生女子    1位 浅利 咲来選手、2位 鈴木 汐里選手、3位 山田 美月選手 

小学３年生女子ママチャリ 1位 三塚 千聖選手、2位 守屋 結羽選手 

小学４年生男子   1位 佐藤 后嶺選手、2位 乾 渉大選手、3位 渡辺 一気選手 

小学４年生女子   1位 阿部 由歩選手 

小学４年生男子ママチャリ  1位 新舎 拓磨選手 

小学５年生男子   1位 津田 颯選手、2位 中田 空選手、3位 中澤 太河選手 

小学５年生女子    1位 浅利 百花選手、2位 松山 由依選手、3位 石川 杏海選手 

小学５年生男子ママチャリ  1位 三塚 千央選手 

小学６年生男子   1位 谷口 秀吾選手、2位 井嶋 輝成選手、3位 椎名 遼水選手 

小学６年生女子    1位 山谷 ひかる選手、2位 瀬戸 雛羽選手、3位 佐藤 まりん選手 

小学６年生男子ママチャリ  1位 一柳 正朗選手 

中学１年生男子    1位 川岡 士真選手、2位 中谷 研斗選手、3位 後藤 瞬良選手 

中学２年生男子    1位 佐藤 大虎選手、2位 三村 光理選手、3位 金子 空陸選手 
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中学３年生男子    1位 小堀 敢太選手、2位 池辺 刀那選手、3位 武川 怜生選手 

中学２年生女子    1位 津田 媛香選手 

◎ ８月３０日モエレ沼タイムトライアルでの入賞者及び昇格者 

エリート（ＪＣＦ登録者） 1位 福井 友規選手、2位 Ｒｙａｎ Ｍｃｋａｙ選手、3位 木村 裕己選手 

Ｓ－２ 1位 畑瀬 大樹選手、2位 大村 健一選手、3位 木村 啓介選手 

Ｓ－３ 1位 寺田 和格選手、2位 横山 浩之選手、3位 佐野 憧平選手 

Ｓ－４ 1位 増谷 学選手、2位 大崎 顕治選手、3位 松島 譲選手 

Ｓ－５ 1位 稲葉 伸幸選手、2位 西川 雅嗣選手、3位 浜松 信好選手 

Ｍ       1位 伊藤 彰宏選手、2位 星 雅人選手、3位 駒谷 修選手 

Ｌ       1位 米田 和美選手、2位 青木 紗矢香選手、3位 鶴間 琴音選手 

Ｊ       1位 紅谷 七輝選手、2位 牧野 郁斗選手、3位 中谷 亮太選手 

Ｃ－１ 1位 小堀 敢太選手、2位 池辺 刀那選手、3位 武川 怜生選手 

Ｃ－Ｌ 1位 松浦 里央選手、2位 津田 媛香選手 

Ｃ－２ 1位 津田 颯選手、2位 山谷 ひかる選手、3位 瀬戸 雛羽選手 

Ｃ－３     1位 佐藤 后嶺選手、2位 木綿 崚介選手、3位 乾 渉大選手 

Ｃ－４ 1位 乾 悠里子選手、2位 藤田 陸選手、3位 野並 建佑選手 

  ※ 昇格者 

畑瀬 大樹選手：S-2→エリート、寺田 和格選手：S-3→S-2、増谷 学選手：S-4→S-3, 

西川 雅嗣選手：S-5→S-4 

◎  留萌新聞社杯及びモエレ沼タイムトライアルでの昇格はツール・ド・北海道市民レースに反映されま

せん。現クラスでのままで、ポイントも付きません。 

    札幌体育大会からの昇格クラスとなります。 


