
平成２４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 63回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会 
第 57回全国高等学校自転車道路競走中央大会 

          ロ ー ド：南魚沼市六日町地区周回特設ロードコース(123.2km)  ［平成２４年７月２９日］ 

          トラック：弥彦競輪場(周長 400m)  ［平成２４年７月３０日～８月１日］          Communiqué. No.62 
 

  
 主    催    (公財)全国高等学校体育連盟・(財)日本自転車競技連盟・新潟県・新潟県教育委員会 

             南魚沼市・南魚沼市教育委員会・弥彦村・弥彦村教育委員会・毎日新聞社 

 後    援    文部科学省・(公財)日本体育協会・日本放送協会・(公財)新潟県体育協会・南魚沼市体育協会・弥彦村体育協会 

 主    管    (公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部・新潟県高等学校体育連盟・新潟県自転車競技連盟 

 特別協賛    コカ・コーラ 

 協    賛    ＮＴＴドコモ・日本郵政グループ・ＪＲ東日本・富士通 
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１６．チーム スプリント予選 

順位 学校名
都道
府県

No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 km/h

397 瓜生 崇智 / ｳﾘｭｳ ﾀｶﾄﾓ 3年 400 河津 賢人 / ｶﾜﾂﾞ ｹﾝﾄ 2年
398 北口 泰大 / ｷﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 3年 401 中村 賢人 / ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 2年
399 曽我 圭佑 / ｿｶﾞ ｹｲｽｹ 3年 402 藤森 駿介 / ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 2年

403 古森 雄飛 / ﾌﾙﾓﾘ ﾕｳﾋ 2年
235 末本 周平 / ｽｴﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 3年 233 小林 兼也 / ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾔ 3年
236 廣瀬 元輝 / ﾋﾛｾ ﾊﾙｷ 3年 234 加納 亮 / ｶﾉｳ ﾘｮｳ 3年
237 中川 勝貴 / ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾀｶ 2年

329 清水 裕友 / ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 3年
330 安本 昇平 / ﾔｽﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 3年
331 久保田 泰弘 / ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 2年

164 小林 択哉 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 3年 167 内藤 春来 / ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 2年
165 貝本 英輝 / ｶｲﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 3年 168 原 威世樹 / ﾊﾗ ｲﾖｷ 2年
166 小菅 裕麻 / ｺｽｹﾞ ﾕｳﾏ 3年

257 根井 悟 / ﾈｲ ｻﾄﾙ 3年 258 速水 啓佑 / ﾊﾔﾐｽﾞ ｹｲｽｹ 3年
259 仲村 顕登 / ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 2年
260 宮地 勇貴 / ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｷ 2年

36 藤根 俊貴 / ﾌｼﾞﾈ ﾄｼｷ 3年 42 澤口 馨太 / ｻﾜｸﾞﾁ ｹｲﾀ 1年
37 矢羽々 正臣 / ﾔﾊﾊﾞ ﾏｻｵﾐ 3年
40 照井 拓成 / ﾃﾙｲ ﾀｸﾅﾘ 2年

84 吉田 悠人 / ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 3年 87 小林 亮太 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 2年
85 坂井 洋 / ｻｶｲ ﾖｳ 2年 88 佐々木 真吾 / ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 2年
86 小松 誠悟 / ｺﾏﾂ ｾｲｺﾞ 2年 89 小野寺 玲 / ｵﾉﾃﾞﾗ ﾚｲ 2年

90 早乙女 貴英 / ｿｳﾄﾒ ﾀｶﾋﾃﾞ 2年
23 草彅 駿 / ｸｻﾅｷﾞ ｼｭﾝ 3年 24 煙山 直弥 / ｹﾑﾘﾔﾏ ﾅｵﾔ 3年
25 進藤 拓実 / ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 3年 27 佐々木 文平 / ｻｻｷ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 2年
26 大坂 栄貴 / ｵｵｻｶ ｴｲｷ 2年

201 堀 兼壽 / ﾎﾘ ｹﾝｼﾞｭ 3年 204 福岡 渉 / ﾌｸｵｶ ﾜﾀﾙ 2年
202 野村 和雅 / ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 3年
203 池田 元気 / ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 3年

152 尾上 健司 / ｵﾉｴ ｹﾝｼﾞ 2年 149 木下 大輝 / ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｷ 3年
153 酒井 雄多 / ｻｶｲ ﾕｳﾀ 2年 150 西村 翔 / ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳ 3年
154 簗田 一輝 / ﾔﾅﾀﾞ ｶｽﾞｷ 2年 151 深堀 崚河 / ﾌｶﾎﾞﾘ ﾘｮｳｶﾞ 3年

95 髙橋 拓己 / ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 2年
96 高橋 周平 / ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 3年
97 小林 泰正 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 3年

160 深沢 拓 / ﾌｶｻﾜ ﾀｸ 3年 159 中澤 友也 / ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 3年
162 飯塚 竜也 / ｲｲﾂﾞｶ ﾘｭｳﾔ 2年 161 仲沢 優祐 / ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 3年
163 高松 由晃 / ﾀｶﾏﾂ ﾖｼｱｷ 2年

332 宮本 隼輔 / ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 3年
333 安光 亮 / ﾔｽﾐﾂ ｷﾖｼ 3年
334 樋口 佳佑 / ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 3年

72 相良 一希 / ｻｶﾞﾗ ｲﾂｷ 3年 75 鈴木 大貴 / ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 2年
73 吉田 走生 / ﾖｼﾀﾞ ｿｳｾｲ 3年 76 山口 大吾 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 2年
74 西尾 滉平 / ﾆｼｵ ｺｳﾍｲ 2年

熊本 1分19秒113 54.6

2 春江工 福井 1分19秒150 54.6

1分20秒434 53.7

1分20秒735

53.9

5 奈良北 奈良

6 紫波総合 岩手 1分20秒282 53.8

7 作新学院 栃木

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

RESULT

タ イ ム

1 九州学院

1分20秒281 53.8

3 誠英 山口 1分19秒633 54.2

4 笛吹 山梨 1分20秒093

8 大曲農 秋田 1分20秒636 53.6

9 岐阜第一 岐阜 53.5

1分22秒290 52.5

10 千葉経済 千葉 1分21秒295 53.1

11 高崎工 群馬

12 甲府工 山梨 1分22秒145

1分22秒059 52.6

52.6

13 防府商・商工 山口

52.114 平工 福島 1分22秒938
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１６．チーム スプリント予選 

順位 学校名
都道
府県

No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 km/h

404 南畑 貴史 / ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾀｶﾌﾐ 3年
405 猪倉 紅穂 / ｲﾉｸﾗ ｸﾚﾎ 3年
406 野﨑 祐一郎 / ﾉｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2年

289 戸髙 大貴 / ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ 2年 291 佐藤 優介 / ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 2年
290 濱田 直之 / ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 2年
292 佐藤 大我 / ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 2年

13 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 3年
14 小笠原 徹也 / ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾃﾂﾔ 3年
16 小原 佑太 / ｵﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ 2年

276 菅原 裕登 / ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 3年
277 増田 拓貴 / ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 2年
278 三好 正純 / ﾐﾖｼ ﾏｻｽﾞﾐ 2年

62 小宅 裕樹 / ｵﾔｹ ﾋﾛｷ 3年 64 富岡 響 / ﾄﾐｵｶ ｷｮｳ 3年
63 小野 大輔 / ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 3年
65 鈴木 天 / ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 2年

281 堀 僚介 / ﾎﾘ ﾘｮｳｽｹ 3年
282 酒井 拳蔵 / ｻｶｲ ｹﾝｿﾞｳ 2年
283 松兼 輝明 / ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 2年

358 門田 凌 / ｶﾄﾞﾀ ﾘｮｳ 3年
359 新井 雄大郎 / ｱﾗｲ ﾕｳﾀﾛｳ 3年
360 相原 雄基 / ｱｲﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 2年

122 森 天孝 / ﾓﾘ ｿﾗﾀｶ 3年
123 磯川 勝裕 / ｲｿｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 3年
124 川上 俊太 / ｶﾜｶﾐ ｼｭﾝﾀ 2年

341 森 成良 / ﾓﾘ ｾｲﾗ 2年 340 岩橋 洸弥 / ｲﾜﾊｼ ﾋﾛﾔ 3年
342 堀 航輝 / ﾎﾘ ｺｳｷ 2年
343 吉原 貴幸 / ﾖｼﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 2年

206 堀田 海人 / ﾎｯﾀ ｶｲﾄ 3年 208 川浦 祐太 / ｶﾜｳﾗ ﾕｳﾀ 3年
207 下岡 真也 / ｼﾓｵｶ ｼﾝﾔ 3年 209 鷹見 礼侍 / ﾀｶﾐ ﾚｼﾞ 2年
210 伊藤 稔真 / ｲﾄｳ ﾄｼﾏｻ 1年

2 新田 錬 / ﾆｯﾀ ﾚﾝ 3年
3 斉藤 蓮 / ｻｲﾄｳ ﾚﾝ 3年
4 渋谷 海 / ｼﾌﾞﾔ ｶｲ 1年

香川県 石田高校     第2走者において競技規則第72条9項違反により，降格とする
三重県 朝明高校     第1走者において競技規則第72条9項違反により，降格とする

RESULT

1分23秒074 52

1分24秒102

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

16 三田学園 兵庫 1分23秒138 52

タ イ ム

八戸工大一 青森

15 都城工

19

20 大阪 1分24秒524 51.1

石田 香川

宮崎

17

51.2

51.4

18 大阪 1分24秒172 51.3

修明 福島

大阪産大附

興國

21 松山聖陵 愛媛 1分27秒392 49.4

小平西

23

22 東京 1分28秒166 49

北海道

朝明

DNS 函館大谷

23 三重
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1分24秒310




