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９月７日２０１４ＭＴＢ世界選手権大会（ノルウェイ・ハーフェル）において、クロスカントリー男子エリート

で山本 幸平選手（SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTES）は３１位で、ポイントを獲得しました。 

  ９月１３日よりツール・ド北海道２０１４が始まります。北海道選抜選手の健闘を期待します。尚、市民レ

ース参加者で申込み後、８月３１日までの大会で昇格となった選手は昇格後のクラスでの出走となりま

す。 

 

◎１０月１２日の 第７回北海道選手権シクロクロス大会の開催要項ができ次第ＨＰに掲載します。 

◎第 2回留萌新聞杯ヒルクライムタイムトライアル入賞者 

エリート：1位 佐々木 年史選手、2位 福井 友規選手、3位 Ryan Mckay選手 

Ｓ－２  ：1位鈴木 洋祐選手、2位 大東 達也選手、3位 大森 智博選手、 

Ｊ    ： 1位 大野 将太郎選手、2位 杉山 友仁選手、3位 合川 陽彩選手 

Ｓ－３  ： 1位 高橋 翔選手、2位 柳 繁樹選手、3位 嶋瀬 拓也選手 

Ｓ－４  ： 1位 細野 辰也選手、2位 茨木 和也選手、3位 石崎 玄選手 

Ｓ－５  ： 1位 森田 啓介選手、2位 工藤 学選手、3位 進藤 直樹選手 

Ｍ    ：1位 小島 五郎選手、2位 宮越 隆司選手 

Ｌ    ：1位 児玉 あずさ選手、2位 谷口 暢子選手 

Ｃ－１  ：1位 中谷 亮太選手、2位 木綿 宏太選手、3位 池辺 刀那選手 

Ｃ－Ｌ  ：1位 津田 媛香選手 

Ｃ－２  ：1位 木綿 啓太選手、2位 中谷 研斗選手、3位 佐々木 希選手 

Ｃ－３  ：1位 津田 颯選手、2位 佐藤 后嶺選手、3位青山 卓睦選手 

◎第 2回留萌新聞杯ヒルクライムタイムトライアルでの昇格選手 

Ｓ－２ →エリート：鈴木 洋祐選手、Ｓ－３ →Ｓ－２：高橋 翔選手 

Ｓ－４→Ｓ－３：細野 辰也選手、Ｓ－５→Ｓ－４今井 博明選手 
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◎第 7回モエレ沼タイムトライアル入賞者 

エリート：1位 井上 明彦選手、2位 内田 健太郎選手、3位 Ben Ｋｅｒｒ選手 

Ｓ－２  ：1位 木綿 仁司選手、2位 畑瀬 大樹選手、3位 林 裕也選手 

Ｊ     ：1位目黒 裕士選手、2位 近藤 匡選手、3位 河井 一真選手 

Ｓ－３  ：1位 嶋瀬 拓也選手、2位 乾 飛鳥選手、3位 木村 啓介選手 

Ｓ－４  ：1位 山下 満選手、2位 山田 琢也選手、3位 臼井 伸之選手 

Ｓ－５  ：1位 田中 歩選手、2位 宇田 清隆選手、3位 佐山 廣和選手 

Ｍ    ：1位 駒谷 修選手、2位 星 雅人選手、3位 片岡 正廣選手 

Ｌ    ：1位 青木 紗矢香選手、2位 佐藤 綾子選手、3位 中崎 まな美選手 

Ｊ－Ｌ  ：1位 Madaffari  Nicole選手 

Ｃ－１ ：1位 中谷 亮太選手、2位 木綿 宏太選手、3位 小堀 敢太選手 

Ｃ－Ｌ  ：1位 松浦 里央選手、2位 津田 媛香選手 

Ｃ－２  ：1位 後藤 瞬良選手、2位 中谷 研斗選手、3位 木綿 啓太選手 

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 山田 美月選手 

◎第 7回モエレ沼タイムトライアルでの昇格者 

Ｓ－２ →エリート：木綿 仁司選手、Ｓ－３ →Ｓ－２：嶋瀬 拓也選手、 

Ｓ－４→Ｓ－３： 山下 満選手、Ｓ－５→Ｓ－４：宇田 清隆選手 

◎第１２回 Sapporo小・中学生サイクルロードレースでの入賞者 

小学１年生男子：１位 岡田 悠敬選手、２位 村上 巧選手、３位 山中 大生選手 

小学１年生女子：１位 柳 日和選手 

小学２年生男子：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 

小学２年生女子：１位 山田 美月選手、２位 浅利 咲来選手 

小学２年生男子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：１位 能代 櫂士選手 

小学３年生男子：１位 岡田 匠真選手、２位 佐藤 后嶺選手、３位 山谷 墾選手 

小学３年生女子：１位 柳 春菜選手 

小学４年生男子：１位 津田 颯選手、２位 中田 空選手、３位 稲葉 駿選手 
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小学４年生女子：１位 浅利 百花選手、２位 松山 由依選手、３位 相馬 杏海選手 

小学４年生男子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：１位 三塚 千央選手 

小学４年生女子（ﾏﾏﾁｬﾘ）：１位 山口 彩里選手 

小学５年生男子：１位 中静 淳選手、２位 谷口 秀吾選手、３位 渡部 岳洋選手 

小学５年生女子：１位 瀬戸 雛羽選手、２位 山中 あかり選手、３位 山谷 ひかる選手 

小学６年生男子：１位 後藤 駿良、２位 木綿 啓太、３位 小山内 匡選手 

小学６年生女子：１位 及川 潮乃選手、２位 三島 カハラ選手、３位 飛弾野 鈴選手 

中学１年生女子：１位 松浦 里央選手、２位 津田 媛香選手 

中学１年生男子：１位 Ｍａｄａｆｆａｒｉ Ｖｉｎｃｅｎｔ選手、２位 吉田 匠選手、３位 佐藤 大虎選手 

中学２年生男子：１位 木綿 宏太選手、２位 小堀 敢太選手、３位 池邊 刀那選手 

中学３年生男子：１位 中谷 亮太選手、２位 成田 浩平選手、３位 佐藤 竜馬選手 

 

 

 


