
主   催  (財)全国高等学校体育連盟・ (財)日本自転車競技連盟・秋田県・秋田県教育委員会
        美郷町・美郷町教育委員会・仙北市・仙北市教育委員会・毎日新聞社・美郷町体育協会 
後   援  文部科学省・ (財)日本体育協会・日本放送協会･(財)秋田県体育協会・仙北市体育協会 
主   管  (財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部・秋田県高等学校体育連盟・秋田県自転車競技連盟 

飲料協賛  ｺｶ･ｺｰﾗ(株) 

協   賛  富士通・NTT ドコモ・日本郵政グループ・JR 東日本 

平成２３年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 

秩父宮記念杯第 62 回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会 

第 56 回全国高等学校自転車道路競走中央大会 
トラック：美郷町自転車競技場（周長333.33m）  ロード：仙北市田沢湖周回特設ロードコース（95.2km） 

平成２３年８月９日〜１１日            平成２３年８月１２日      Communiqué. No.57   

 
 
 
 
 

 
Sign                   

１５．４ｋｍチーム パーシュート予選 ８月１０日（水）　１２：３０

順位 学校名 都道府県 No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 km/h

219 中村 隼大 / ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾀ 3年 224 渡邊 翔太郎 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 2年
220 橋本 英也 / ﾊｼﾓﾄ ｴｲﾔ 3年 225 廣瀬 徳之 / ﾋﾛｾ ﾉﾘﾕｷ 2年 大会新
222 江本 大介 / ｴﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 3年
223 相馬 義宗 / ｿｳﾏ ﾖｼﾑﾈ 2年
141 伊藤 邦和 / ｲﾄｳ ｸﾆｶｽﾞ 3年 145 西村 大輝 / ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 2年
142 鈴木 雄策 / ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 3年
143 伊藤 和輝 / ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 2年
144 菊山 将志 / ｷｸﾔﾏ ﾏｻｼ 2年
252 野原 雅也 / ﾉﾊﾗ ﾏｻﾔ 3年
253 秋田 拓磨 / ｱｷﾀ ﾀｸﾏ 3年
254 廣瀬 元輝 / ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 2年
255 末本 周平 / ｽｴﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 2年
264 宇根 敏希 / ｳﾈ ﾄｼｷ 3年 268 森口 寛己 / ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 1年
265 中田 瑛次 / ﾅｶﾀ ｴｲｼﾞ 3年 269 中野尻 祥 / ﾅｶﾉｼﾞﾘ ｼｮｳ 1年
266 梶原 祥 / ｶｼﾞﾊﾗ ｼｮｳ 3年
267 岡本 隼 / ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1年
384 神開 一輝 / ｼﾝｶｲ ｶｽﾞｷ 3年 388 小林 和希 / ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 2年
385 大久保 隆矢 / ｵｵｸﾎﾞ ﾘｭｳﾔ 3年 389 鳥越 敬太 / ﾄﾘｺﾞｴ ｹｲﾀ 2年
386 原井 剣也 / ﾊﾗｲ ｹﾝﾔ 3年 390 原井 博斗 / ﾊﾗｲ ﾋﾛﾄ 1年
387 岡 稔雅 / ｵｶ ﾄｼﾏｻ 2年
410 瀬戸 晋作 / ｾﾄ ｼﾝｻｸ 3年 414 山内 健治 / ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 2年
411 白濱 一平 / ｼﾗﾊﾏ ｶｽﾞﾋﾗ 3年 415 山口 龍也 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 2年
412 吉元 昴 / ﾖｼﾓﾄ ｽﾊﾞﾙ 3年
413 山口 力斗 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｷﾄ 3年
178 田中 陽平 / ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 3年 182 深沢 拓 / ﾌｶｻﾜ ﾀｸ 2年
179 宮川 貴哉 / ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 3年
180 青沼 渉 / ｱｵﾇﾏ ｼｮｳ 3年
181 若尾 優希 / ﾜｶｵ ﾕｳｷ 3年
75 金内 一行 / ｶﾈｳﾁ ｲｯｺｳ 3年 80 柳沼 龍佑 / ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 2年
76 後藤 汰嘉 / ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ 3年 81 佐々木 堅次 / ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 2年
77 増子 智大 / ﾏｼｺ ﾄﾓﾋﾛ 3年
78 畠野 赳 / ﾊﾀﾉ ﾀｶｼ 3年
321 齋藤 基 / ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 3年
322 原田 裕成 / ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 3年
323 畝木 努 / ｳﾈｷ ﾂﾄﾑ 2年
324 永易 悠司 / ﾅｶﾞﾔｽ ﾕｳｼﾞ 2年
398 伊東 航平 / ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 3年 402 佐保 太陽 / ｻﾎ ﾀｲﾖｳ 2年
399 緒方 拓 / ｵｶﾞﾀ ﾀｸ 3年 403 塚本 潤一朗 / ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 2年
400 清水 健伍 / ｼﾐｽﾞ ｹﾝｺﾞ 3年 404 伊東 泰輝 / ｲﾄｳ ﾀｲｷ 1年
401 福山 駿 / ﾌｸﾔﾏ ｼｭﾝ 3年
427 入佐 直希 / ｲﾘｻ ﾅｵｷ 3年
428 切通 達弥 / ｷﾘﾄｵｼ ﾀﾂﾔ 3年
429 野村 優貴 / ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 2年
430 中釜 優作 / ﾅｶｶﾞﾏ ﾕｳｻｸ 1年
270 糸川 枢司 / ｲﾄｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 2年 274 森脇 啓太 / ﾓﾘﾜｷ ｹｲﾀ 2年
271 狹間 大地 / ﾊｻﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 2年
272 瀬越 靖弥 / ｾｺﾞｼ ﾉﾌﾞﾔ 2年
273 宮下 孝太 / ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾀ 2年
61 工藤 弘樹 / ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 3年 65 高橋 諒太 / ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 2年
62 木田 久仁弥 / ｷﾀﾞ ｸﾆﾔ 3年
63 細川 雅巳 / ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾐ 2年
64 佐々木 将哉 / ｻｻｷ ﾏｻﾔ 2年
51 石川 琢磨 / ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 3年 56 鈴木 凌 / ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 2年
52 浅野 一輝 / ｱｻﾉ ｶｽﾞｷ 2年
54 金野 冬星 / ｺﾝﾉ ﾄｳｾｲ 3年
55 草刈 直樹 / ｸｻｶﾘ ﾅｵｷ 3年
83 小針 仁弥 / ｺﾊﾞﾘ ﾋﾄﾐ 3年 87 吉田 優樹 / ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 2年
84 大沼 尋人 / ｵｵﾇﾏ ﾋﾛﾄ 3年 88 橋本 壮史 / ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 1年
85 緑川 裕也 / ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾔ 2年
86 緑川 達哉 / ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀﾂﾔ 2年
283 帖地 森 / ﾁｮｳﾁ ｼﾝ 3年 287 徳田 優 / ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 2年
284 中野 雄喜 / ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 3年 288 辻 晃平 / ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 2年
285 松本 宜之 / ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 3年 289 松下 稔 / ﾏﾂｼﾀ ｼﾞﾝ 2年
286 田中 良亮 / ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 2年

１・２位チームは決勝へ、３・４位チームは３･４位決定戦へ
５～８位はタイムにより順位を決定

タイム

岐南工 岐阜 4分26秒943 53.9

昭和一学園 東京 4分29秒850 53.4

祐誠 福岡 4分36秒220 52.1

鹿町工 長崎 4分36秒563 52.1

春江工 福井 4分32秒329 52.9

和歌山北 和歌山 4分35秒898 52.2

水島工 岡山 4分41秒277 51.2

別府商 大分 4分41秒304 51.2

甲府工 山梨 4分38秒761 51.7

白河実 福島 4分40秒217 51.4

古川工 宮城 4分42秒729 50.9

東北 宮城 4分44秒208 50.7

南大隅 鹿児島 4分42秒372 51

紀北工 和歌山 4分42秒451 51

学法石川 福島 4分44秒452 50.6

北桑田 京都 4分45秒204 50.5
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１５．４ｋｍチーム パーシュート予選 ８月１０日（水）　１２：３０

順位 学校名 都道府県 No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 ｋｍ/ｈ

278 小谷 直輝 / ｺﾀﾆ ﾅｵｷ 3年 282 山本 大喜 / ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 1年
279 今西 亮太 / ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ 2年
280 長谷部 大和 / ﾊｾﾍﾞ ﾔﾏﾄ 2年
281 安原 大生 / ﾔｽﾊﾗ ﾀｲｾｲ 2年
256 山田 佑馬 / ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ 3年
257 寺崎 浩平 / ﾃﾗｻｷ ｺｳﾍｲ 3年
258 木下 健太 / ｷﾉｼﾀ ｹﾝﾀ 2年
259 福島 広大 / ﾌｸｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 2年
133 十時 隆櫻 / ﾄﾄｷ ﾘｭｳｵｳ 3年 137 荒木 多結 / ｱﾗｷ ﾀﾕ 2年
134 石田 雅弘 / ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 3年 138 有山 誠昌 / ｱﾘﾔﾏ ﾀｶﾏｻ 2年
135 秋葉 昭智 / ｱｷﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 3年 139 小玉 勇一 / ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 2年
136 植原 琢也 / ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 2年
208 伊藤 良徳 / ｲﾄｳ ﾘｮｳﾄｸ 3年 212 武田 泰河 / ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 2年
209 川畑 幸大 / ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｷﾋﾛ 3年 213 齋藤 剣 / ｻｲﾄｳ ｹﾝ 1年
210 竹下 伸幸 / ﾀｹｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 3年
211 遠藤 篤希 / ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 2年
11 小田山 貴宣 / ｵﾀﾞﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 3年 16 袴田 大智 / ﾊｶﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 2年
13 奈良 竜一 / ﾅﾗ ﾘｭｳｲﾁ 3年 17 尾﨑 貴司 / ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 2年
14 佐々木 裕太 / ｻｻｷ ﾕｳﾀ 3年
15 新沼舘 雄磨 / ｼﾝﾇﾏﾀﾞﾃ ﾕｳﾏ 2年
157 森 浩輔 / ﾓﾘ ｺｳｽｹ 3年
158 林 航平 / ﾊﾔｼ ｺｳﾍｲ 3年
159 江越 岳也 / ｴｺﾞｼ ｶﾞｸﾔ 3年
160 石山 理亮 / ｲｼﾔﾏ ﾐﾁｱｷ 3年
149 杉村 貫太 / ｽｷﾞﾑﾗ ｶﾝﾀ 3年
150 栁下 進界 / ﾔｷﾞｼﾀ ｼﾝｶｲ 3年
151 井上 尚大 / ｲﾉｳｴ ﾅｵﾋﾛ 2年
152 園田 昌也 / ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾔ 2年
368 伊勢田 章成 / ｲｾﾀﾞ ｱｷﾅﾘ 3年
369 那須 太郎 / ﾅｽ ﾀﾛｳ 3年
370 山口 力人 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｷﾄ 3年
371 山本 直成 / ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｼｹﾞ 3年
153 浅井 創 / ｱｻｲ ﾊｼﾞﾒ 2年
154 山田 優介 / ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 2年
155 金子 楓 / ｶﾈｺ ﾌｳ 2年
156 堀川 裕輝 / ﾎﾘｶﾜ ﾕｳｷ 2年
202 髙井 啓吾 / ﾀｶｲ ｹｲｺﾞ 3年 206 竹村 行央 / ﾀｹﾑﾗ ｲｸｵ 1年
203 村長 和輝 / ﾑﾗｵｻ ｶｽﾞｷ 3年
204 出田 裕史朗 / ｲﾃﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾛｳ 3年
205 中村 悠太郎 / ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 2年
109 阿久澤 裕司 / ｱｸｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 3年
110 佐藤 哲也 / ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 3年
111 竹鼻 悠馬 / ﾀｹﾊﾅ ﾕｳﾏ 2年
112 中村 匡宏 / ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 2年
30 加賀谷 慶治 / ｶｶﾞﾔ ｹｲｼﾞ 3年
31 牧野 恭平 / ﾏｷﾉ ｷｮｳﾍｲ 3年
32 伊藤 悠貴 / ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 2年
33 飯坂 博一 / ｲｲｻｶ ﾋﾛｶｽﾞ 2年
336 有富 力也 / ｱﾘﾄﾐ ﾘｷﾔ 3年
337 門脇 大地 / ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾞｲﾁ 3年
338 﨑上 正暉 / ｻｷｼﾞｮｳ ﾏｻｷ 2年
339 山下　 杏平 / ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ 2年
34 田村 亮二 / ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 3年 38 山代 貴則 / ﾔﾏｼﾛ ﾀｶﾉﾘ 1年
35 伊藤 祐太 / ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 3年 39 荒屋鋪 拓也 / ｱﾗﾔｼｷ ﾀｸﾔ 1年
36 荒屋鋪 邑弥 / ｱﾗﾔｼｷ ﾕｳﾔ 3年
37 坂本 圭 / ｻｶﾓﾄ ｹｲ 2年
163 新村 穣 / ｼﾝﾑﾗ ﾐﾉﾘ 3年
164 朝倉 啄冶 / ｱｻｸﾗ ﾀｸﾔ 3年
165 山本 明寛 / ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 3年
166 石井 祥平 / ｲｼｲ ｼｮｳﾍｲ 2年

１・２位チームは決勝へ、３・４位チームは３･４位決定戦へ
５～８位はタイムにより順位を決定

タ イ ム

榛生昇陽 奈良 4分45秒621 50.4

福井科技 福井 4分45秒821 50.4

八戸工大一 青森 4分51秒518 49.4

横浜 神奈川 4分55秒023 48.8

小松原 埼玉 4分47秒141 50.1

愛工大名電 愛知 4分50秒835 49.5

法政二 神奈川 4分55秒153 48.8

浜松学院 静岡 4分55秒418 48.7

日大豊山 東京 4分55秒079 48.8

高知工 高知 4分55秒143 48.8

秋田 4分59秒816 48

前橋育英 群馬 4分56秒383 48.6

能代西 秋田 4分57秒604 48.4

保土ケ谷 神奈川
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倉吉総産 鳥取 4分59秒382 48.1

六郷

 




