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１６．チーム スプリント予選 ８月１０日（水）　１４：１５

順位 学校名 都道府県 No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 km/h

311 多田 晃紀 / ﾀﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 3年 315 浅尾 銀二 / ｱｻｵ ｷﾞﾝｼﾞ 2年
312 奥村 諭志 / ｵｸﾑﾗ ｻﾄｼ 3年 316 景山 泰宏 / ｶｹﾞﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 2年 大会新
313 松岡 陽平 / ﾏﾂｵｶ ﾖｳﾍｲ 3年 317 三宅 勇希 / ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 2年
314 三宅 幸希 / ﾐﾔｹ ｺｳｷ 3年
226 長尾 拳太 / ﾅｶﾞｵ ｹﾝﾀ 3年 230 川口 聖二 / ｶﾜｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 3年
227 武藤 稔征 / ﾑﾄｳ ﾄｼﾏｻ 3年 231 池田 元気 / ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 2年 大会新
228 増井 大起 / ﾏｽｲ ﾀﾞｲｷ 3年 232 堀 兼壽 / ﾎﾘ ｹﾝｼﾞｭ 2年
229 森川 拳輔 / ﾓﾘｶﾜ ｹﾝｽｹ 3年
234 高士 拓也 / ﾀｶｼ ﾀｸﾔ 3年 238 下岡 真也 / ｼﾓｵｶ ｼﾝﾔ 2年
235 谷口 遼平 / ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 3年
236 水谷 瞭介 / ﾐｽﾞﾀﾆ ﾘｮｳｽｹ 3年
237 川浦 祐太 / ｶﾜｳﾗ ﾕｳﾀ 2年
21 門脇 翼 / ｶﾄﾞﾜｷ ﾂﾊﾞｻ 3年
23 髙橋 大輝 / ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 3年
26 煙山 直弥 / ｹﾑﾘﾔﾏ ﾅｵﾔ 2年
27 進藤 拓実 / ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 2年
340 佐伯 亮輔 / ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 2年 344 青亀 瑛二 / ｱｵｶﾞﾒ ｴｲｼﾞ 3年
341 安藤 直紀 / ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 3年
342 金田 聡士 / ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ 2年
343 岩間 隆征 / ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ 3年
7 新山 響平 / ｼﾝｻﾞﾝ ｷｮｳﾍｲ 3年
9 坂本 佳哉 / ｻｶﾓﾄ ｹｲﾔ 3年
10 千田 順也 / ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 2年

346 清水 裕友 / ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 2年
347 安本 昇平 / ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 2年
348 久保田 泰弘 / ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 1年

183 小林 択哉 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 2年
184 貝本 英輝 / ｶｲﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 2年
185 小菅 裕麻 / ｺｽｹﾞ ﾕｳﾏ 2年

190 池田 圭汰 / ｲｹﾀﾞ ｹｲﾀ 3年 194 小泉 雄輔土 / ｺｲｽﾞﾐ ｵﾌﾄ 2年
191 黒瀬 壮馬 / ｸﾛｾ ｿｳﾏ 3年 195 長谷部 翔 / ﾊｾﾍﾞ ｼｮｳ 2年
192 高木 義基 / ﾀｶｷﾞ ﾖｼｷ 3年
193 田中 誇士 / ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 3年
359 児玉 稔真 / ｺﾀﾞﾏ ﾄｼﾏｻ 3年 363 児玉 正徳 / ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ 1年
360 光元 博紀 / ﾐﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 3年
361 出淵 寛 / ｲﾃﾞﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 3年
362 青野 将大 / ｱｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 2年
89 小酒 大勇 / ｺｻｹ ﾀｲﾕｳ 3年 94 齋藤 雅紘 / ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 3年
90 本馬 鎌 / ﾎﾝﾏ ﾚﾝ 3年
91 相良 一希 / ｻｶﾞﾗ ｲﾂｷ 2年
93 原田 遼 / ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 3年
102 萩原 慎也 / ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 3年 106 吉田 悠人 / ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 2年
103 山口 智礼 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 3年 107 小松 誠悟 / ｺﾏﾂ ｾｲｺﾞ 1年
104 青木 進之佑 / ｱｵｷ ｼﾝﾉｽｹ 3年
105 福田 雅史 / ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｼ 3年
41 高木 翔 / ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 3年 46 藤原 拡也 / ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾔ 1年
43 藤根 俊貴 / ﾌｼﾞﾈ ﾄｼｷ 2年
44 矢羽々 正臣 / ﾔﾊﾊﾞ ﾏｻｵﾐ 2年
45 石川 悠 / ｲｼｶﾜ ﾕｳ 2年
96 堀江 輝 / ﾎﾘｴ ｱｷﾗ 3年 100 伊早坂 駿一 / ｲﾊﾔｻﾞｶ ｼｭﾝｲﾁ 2年
97 保坂 陽次郎 / ﾎｻｶ ﾖｳｼﾞﾛｳ 3年
98 田中 敬大 / ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 3年
99 長内 龍冴 / ｵｻﾅｲ ﾘｭｳｷ 2年

13 紫波総合 岩手 1分07秒335 53.5

14 取手一 茨城 1分07秒631 53.2

11 平工 福島 1分07秒077 53.7

12 作新学院 栃木 1分07秒163 53.6

9 伊豆総合 静岡 1分06秒693 54

10 高松工芸 香川 1分06秒718 54

7 誠英 山口 1分06秒361 54.2

8 笛吹 山梨 1分06秒445 54.2

5 倉吉西 鳥取 1分06秒306 54.3

6 八戸工 青森 1分06秒338 54.3

3 朝明 三重 1分05秒547 54.9

4 大曲農 秋田 1分05秒688 54.8

RESULT

タ イ ム

1 岡山工 岡山 1分05秒033 55.4

2 岐阜第一 岐阜 1分05秒052 55.3

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
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１６．チーム スプリント予選 ８月１０日（水）　１４：１５

順位 学校名 都道府県 No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 km/h

376 宮内 渉 / ﾐﾔｳﾁ ﾜﾀﾙ 3年 380 門田 凌 / ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳ 2年
377 高山 雄丞 / ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 3年
378 松本 貴治 / ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ 3年
379 大野 晋 / ｵｵﾉ ｽｽﾑ 3年
114 吉川 龍 / ﾖｼｶﾜ ﾘｭｳ 3年
115 笹反 優太 / ｻｻｿﾘ ﾕｳﾀ 3年
116 齋藤 涼 / ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 2年

420 伊木 善朗 / ｲｷ ﾖｼﾛｳ 3年
421 瓜生 崇智 / ｳﾘｭｳ ﾀｶﾄﾓ 2年
422 北口 泰大 / ｷﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 2年
423 曽我 圭佑 / ｿｶﾞ ｹｲｽｹ 2年
57 板橋 貴大 / ｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾋﾛ 3年
58 竹山 慶太 / ﾀｹﾔﾏ ｹｲﾀ 3年
59 田代 敢大 / ﾀｼﾛ ｶﾝﾀﾞｲ 3年
60 荒井 佑太 / ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 1年
175 原 雄駿 / ﾊﾗ ﾕｳｼｭﾝ 3年
176 佐藤 京平 / ｻﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 2年
177 長内 裕一郎 / ｵｻﾅｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2年

407 森田 賢多郎 / ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 3年
408 前田 元気 / ﾏｴﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 3年
409 橋本 瑠偉 / ﾊｼﾓﾄ ﾙｲ 2年

169 山﨑 新太郎 / ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 3年
170 中島 啓 / ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾑ 3年
171 森本 尊也 / ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 2年
172 西村 翔 / ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 2年
198 白井 祐人 / ｼﾗｲ ﾕｳﾄ 3年
199 大川 尚土 / ｵｵｶﾜ ﾅｵﾄ 3年
200 佐々木 友誠 / ｻｻｷ ﾕｳｾｲ 3年
201 若松 拓哉 / ﾜｶﾏﾂ ﾀｸﾔ 3年
127 佐藤 拓弥 / ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 3年 131 山川 遼 / ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳ 2年
128 大橋 涼 / ｵｵﾊｼ ﾘｮｳ 3年
129 山口 智也 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 3年
130 滝沢 龍 / ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｭｳ 3年
117 関口 稔真 / ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼﾏｻ 3年
118 清水 佑至郎 / ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 3年
119 小林 泰正 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 2年

307 上田 崚雅 / ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 3年
308 藤尾 数馬 / ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞﾏ 3年
309 足立 和也 / ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 2年
310 川元 優佑 / ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 2年
302 小寺 聡史朗 / ｺﾃﾞﾗ ｿｳｼﾛｳ 3年
303 迫 裕太 / ｻｺ ﾕｳﾀ 2年
304 大田 悠一郎 / ｵｵﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2年

296 井上 大輔 / ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 3年
297 梅木 裕夢 / ｳﾒｷ ﾋﾛﾑ 3年
298 山田 陣也 / ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ 3年

27 茨木工科 大阪 1分10秒750 50.9

25 神崎 兵庫 1分09秒983 51.4

26 三田学園 兵庫 1分10秒141 51.3

23 栄北 埼玉 1分09秒475 51.8

24 高崎工 群馬 1分09秒961 51.5

21 千葉経大附 千葉 1分08秒716 52.4

22 静岡北 静岡 1分08秒833 52.3

19 京葉工 千葉 1分08秒230 52.8

20 龍谷 佐賀 1分08秒465 52.6

17 九州学院 熊本 1分07秒737 53.1

18 仙台商 宮城 1分07秒918 53

RESULT

タ イ ム

15 松山聖陵 愛媛 1分07秒656 53.2

16 前橋工 群馬 1分07秒697 53.2

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

 




