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MTBプレオリンピックがリオ五輪コースにて開催され、山本 幸平選手は１１位となりました。 

９月２７日の和歌山国体 個人ロード・レース（少年男子）では、中川 拳選手（北海道帯広三条高等学

校）が５位と健闘し国体でのポイントを獲得しました。 

９月１１日から１３日にかけて開催された ツール・ド・北海道 2015 で北海道選抜チームは総合１３位

の成績でした。 

 

◎ ツール・ド・北海道市民レース（T.T）入賞者及び昇格者 

   JCF登録選手（エリート）：１位 西尾 憲人選手、２位 水戸部 圭一郎選手、 

３位 Ryan Mckay選手 

上級者（S―２）    ：１位 Hobbs James選手、２位 奥山 太郎選手、３位 大村 健一選手 

中級者（ S―３）   ：１位 関 宏憲選手、２位 寺田 和格選手、３位 横山 浩之選手 

初級者 40歳未満（Ｓ―４） ：１位 遠藤 貴幸選手、２位 島影 徹選手、３位 宮脇 翔吾選手 

初級者 55歳未満（Ｓ―５）：１位 森合 直樹選手、２位 岩崎 猛選手、３位 小宮山 大輔選手 

高校生 男子（ Ｊ  ）    ：１位 奥場 勝利選手、２位 目黒 裕士選手、３位 竹村 拓選手 

初級者 55歳以上（ Ｍ ） ：１位 駒谷 修選手、２位 村田 洋選手、３位 伊藤 彰宏 選手 

一般女子（ Ｌ ）   ：１位 米田 和美選手、２位 青木 紗矢香選手、３位 児玉 あずさ 選手 

中学生 男子（Ｃ―１）  ：１位 木綿 宏太選手、２位 木綿 啓太選手、３位 中谷 研斗選手 

中学生 女子（Ｃ―Ｌ）  ：１位 村田 ひかり選手 

小学 5～6年生（Ｃ―２）：１位 瀬戸 雛羽選手、２位  中田 空選手、３位 菅原 嶺水選手、 

４位 平井 皇太選手 

小学 3～4年生（Ｃ―３）：１位 木綿 崚介選手、２位 佐藤 后嶺選手、３位 青山 卓睦選手、 

４位 原 琉之真選手、５位 菅原 美空選手、６位 平井 翔太選手 

小学 1～2年生（Ｃ―４）：１位 佐藤 煌将選手 
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※   昇格者  Ｓ－２→エリート大村 健一選手、Ｓ―３→Ｓ―２横山 浩之選手、 

Ｓ―４→Ｓ―３島影 徹選手、Ｓ―５→Ｓ―４：森合 直樹選手 

ツール・ド・北海道市民レース（ステージ１日目） 

上級： １位 西尾 憲人選手、２位 水戸部 圭一郎選手、３位 Ryan Mckay選手 

中級： １位  関 宏憲選手、２位 横山 浩之選手、３位 島影 徹選手 

初級： １位 小宮山 大輔選手、２位 蓑口 哲郎選手、３位 米田 和美選手 

◎ ツール・ド・北海道市民レース（ロード） 

JCF登録選手（エリート）：１位 伊藤 潤選手、２位 熊坂 和也選手、３位 Ryan Mckay選手 

上級者（S―２）      ：１位 奥山 太郎選手、２位 Hobbs James選手、３位 澁谷 弘樹選手 

中級者 （S―３）     ：１位 徳渕 浩選手、２位 近藤 年昭選手、３位 石村 展通選手 

初級者 40歳未満（Ｓ―４）：１位 山﨑 洋明選手、２位 宮脇 翔吾選手、３位 村上 智明選手 

初級者 55歳未満（Ｓ―５）：１位 三井田 一史選手、２位 近藤 俊幸選手、３位 森田 琢也選手 

高校生 男子（ Ｊ ）    ：１位 中谷 亮太選手、２位 竹村 拓選手、３位 目黒 裕士 選手 

初級者 55歳以上（ Ｍ ）：１位 小川 真二選手、２位 中川 康博選手、３位 山口 俊一選手 

一般女子（ Ｌ ）      ：１位 米田 和美選手、２位 児玉 あずさ選手、３位 齋藤 綾子選手 

高校生 女子（Ｊ―Ｌ）   ：１位 鶴間 琴音選手 

中学生 男子（Ｃ―１）   ：１位 木綿 宏太選手、２位 町田 隼源選手、３位 木綿 啓太選手 

中学生 女子（Ｃ―Ｌ）   ：１位 松浦 里央選手 

※ 昇格者   Ｓ－２→エリート澁谷 弘樹選手、Ｓ―３→Ｓ―２徳渕 浩選手、 

Ｓ―４→Ｓ―３山﨑 洋明選手、Ｓ―５→Ｓ―４：蔡 栄浩選手 

ツール・ド・北海道市民レース（ステージ２日目総合） 

上級： １位 Ｒyan Mckay選手、２位 西尾 憲人選手、３位 熊坂 和也選手 

中級： １位 関 宏憲選手、２位 近藤 年昭選手、３位 徳渕 浩選手 

初級： １位 木綿 宏太選手、２位 米田 和美選手、３位 重山 太介選手 

山岳賞 

上級 ： １位  Ryan Mckay選手、２位 中谷 亮太選手、３位 西尾 憲人選手 

中級 ：１位 宮脇 翔吾選手、２位 坂本 渉磨 荻原 秀恭選手 
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初級： １位 木綿 宏太選手、２位 三井田 一史選手、３位 重山 太介選手 

◎ツール・ド・北海道市民レース（クリテリウム） 

JCF登録選手（エリート）：１位 野呂 武志選手、２位 熊坂 和也選手、３位 伊藤 潤選手 

上級者（S―２）    ：１位 Hobbs James選手、２位 長谷川 雄紀選手、３位 宇野 一成選手 

中級者 （S―３）   ：１位 水谷 淳選手、２位 近藤 年昭選手、３位 山崎 琢也選手 

初級者 40歳未満（Ｓ―４）：１位 小栗 直人選手、２位 大崎 顕治 選手、３位 古川 好明選手 

初級者 55歳未満（Ｓ―５）：１位 和泉 達也選手、２位 土佐岡 慎選手、３位 原 紋登選手 

高校生 男子（ Ｊ ）    ：１位 竹村 拓選手、２位 堀江 亮太選手、３位 中谷 亮太選手 

初級者 55歳以上（ Ｍ ）：１位 駒谷 修選手、２位 中川 康博選手、３位 佐々木 順久選手 

一般女子（ Ｌ ）      ：１位 米田 和美選手、２位 青木 紗矢香選手、３位 児玉 あずさ選手 

高校生 女子（Ｊ―Ｌ）    ：１位 榎木 保稀選手 

中学生 男子（Ｃ―１）    ：１位 木綿 宏太選手、２位 榎木 涼雅選手、３位 小堀 敢太選手 

中学生 女子（Ｃ―Ｌ）    ：１位 松浦 里央選手、２位 津田 媛香選手、３位 村田 ひかり選手 

小学 5～6 年生（Ｃ―２）  ：１位 津田 颯選手、２位 渡部 岳洋選手、３位 山谷 ひかる選手、４

位 中田 空選手、５位 瀬戸 雛羽選手、６位 片岡 亜藍選手 

小学 3～4 年生（Ｃ―３）  ：１位 佐藤 后嶺選手、２位 渡辺 一気 選手、３位 木綿 崚介選手、

４位 青山 卓睦選手、５位 乾 渉大選手、６位 山谷 墾選手 

小学 1～2年生（Ｃ―４）  ：１位 菊池 大誠選手、２位 藤田 陸選手、３位 茶谷 雅文選手、 

４位 乾 悠里子選手、５位 下山 快斗選手、６位 野並 建佑選手 

※ 昇格者   Ｓ－２→エリート長谷川 雄紀選手、Ｓ―３→Ｓ―２近藤 年昭選手、 

Ｓ―４→Ｓ―３小栗 直人選手、Ｓ―５→Ｓ―４鈴木 啓選手 

ツール・ド・北海道市民レース（ステージ３日目総合） 

上級１位 熊坂 和也選手、２位 Ryan Mckay選手、３位 伊藤 潤選手 

中級 １位 関 宏憲 選手、２位 近藤 年昭選手、３位 徳渕 浩選手 

初級１位 木綿 宏太選手、２位 米田 和美選手、３位 重山 太介選手 

◎ 札幌市民体育大会サイクルロードレース入賞者及び昇格者 

エリート      ：１位 林 裕也選手、２位 福井 友規選手 ３位 清水 乾選手 
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Ｓ―２       ：１位 新武 勇樹選手、２位 木村 啓介選手、３位 長澤 優樹選手 

Ｓ―３      ：１位 前田 圭介選手、２位 松橋 拓也選手、３位 宮澤 智裕選手 

Ｓ―４      ：１位 片桐 正晴選手、２位 鳥崎 修平選手、３位 大崎 顕治選手 

Ｓ―５      ：１位 宮川 卓也選手、２位 八木 秀史選手、３位 浜松 信好選手 

Ｍ        ：１位 中川 康博選手、２位 駒谷 修選手、３位 星 雅人選手 

Ｌ         ：１位 米田 和美選手、２位 大貫 六花選手、３位 児玉 あずさ選手 

Ｊ         ：１位 河井 一真選手、２位 奥場 勝利選手、３位 加藤 一生選手 

Ｃ－１      ：１位 榎木 涼雅選手、２位 小堀 敢太選手、３位 武川 怜生選手 

Ｊ―Ｌ      ：１位 鶴間 琴音選手、２位 榎木 保稀選手 

Ｃ―Ｌ      ：１位 津田 媛香選手、２位 梅田 亜美選手 

Ｃ―２      ：１位 津田 颯選手、２位 渡部 岳洋選手、３位 中田 空選手 

Ｃ―３      ：１位 木綿 崚介選手、２位 佐藤 后嶺選手、３位 青山 卓睦選手 

Ｃ―４      ：１位 藤田 陸選手、２位 菊池 大誠選手、３位 野並 建佑選手 

市長杯争奪戦：１位 奥場 勝利選手、２位 水崎 真選手、３位 平田 久仁枝選手 

    ※昇格者    Ｓ―２→エリート 新武 勇樹選手、Ｓ―３→Ｓ―２ 前田 圭介選手 

Ｓ―４→Ｓ―３   片桐 正晴選手、Ｓ―５→Ｓ―４ 宮川 卓也選手 

◎北海道シクロクロス選手権 入賞者 

U14 男子  ：１位 津田 颯選手 

Ｕ14 女子  :1位 津田 媛香選手 

ＷＯＭＥＮ  ：1位 水戸 由子選手 

チャレンジ  ：1位 笹谷 隆宏選手、2位 大野 博之選手、3位 谷口 圭祐選手 

マスター男子：1位 内山 剛選手、2位 橋本 昇選手、3位 白石 丈人選手 

個人男子  ：1位 福井 友規選手、2位 織田 修平選手、3位 山田  夏樹選手 

団体戦    ：1位 Team 小林峠 B（吉田 勝茂選手、橋本 昇選手） 

2位 Team小林峠Ａ（ 北野 圭二選手、臼井 伸之選手）、 

3位 Ｔｅａｍ Saitou ｼｸﾛｸﾛｽ選抜 AK（福井 友規選手、木村 裕己選手） 


