
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.45 
 

  
 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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１６．４ｋｍチーム・パーシュート  予選 ７月３１日 (火)　１２：１５

学校名
都道
府県

No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 順位

215 片桐 善也 / ｶﾀｷﾞﾘ ｾﾞﾝﾔ 3年 219 熊谷 雅之 / ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ 1年
216 滝本 圭 / ﾀｷﾓﾄ ｹｲ 2年 220 吉川 澄 / ﾖｼｶﾜ ﾄｵﾙ 1年
217 森山 太一 / ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲﾁ 2年
218 阿部 直希 / ｱﾍﾞ ﾅｵｷ 1年

144 米山 友貴 / ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓｷ 3年
145 野崎 智広 / ﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 3年
146 松下 航也 / ﾏﾂｼﾀ ｺｳﾔ 3年
147 畑 頌聡 / ﾊﾀ ﾂｸﾞﾄｼ 2年
127 井上 尚大 / ｲﾉｳｴ ﾅｵﾋﾛ 3年 131 新村 拓也 / ｼﾝﾑﾗ ﾀｸﾔ 2年
128 佐藤 稜平 / ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 3年 132 鈴木 誠人 / ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 2年
129 園田 晶也 / ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾔ 3年
130 野谷 直登 / ﾉﾔ ﾅｵﾄ 3年
100 春木 道洋 / ﾊﾙｷ ﾐﾁﾋﾛ 3年 104 西野 公貴 / ﾆｼﾉ ﾏｻｷ 3年
101 佐藤 照吾 / ｻﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 3年
102 渡辺 優太 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 2年
103 小林 勇翔 / ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 3年
349 山本 黎 / ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲ 3年
350 今村 麟太郎 / ｲﾏﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 2年
351 谷岡 尚輝 / ﾀﾆｵｶ ﾅｵｷ 2年
352 川口 孔太 / ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾀ 2年
134 浅井 創 / ｱｻｲ ﾊｼﾞﾒ 3年
135 山田 優介 / ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 3年
136 堀川 裕輝 / ﾎﾘｶﾜ ﾕｳｷ 3年
137 金子 楓 / ｶﾈｺ ﾌｳ 3年
30 菊池 知也 / ｷｸﾁ ｶｽﾞﾔ 3年 34 遠藤 瑞生 / ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｽﾞｷ 1年
31 山本 裕貴 / ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 3年 35 野家 拓哉 / ﾉｲｴ ﾀｸﾔ 1年
32 山下 晴己 / ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙｷ 3年
33 三浦 元緋 / ﾐｳﾗ ﾊﾙﾋ 2年
228 野崎 裕也 / ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾔ 3年 232 中田 拓也 / ﾅｶﾀ ﾀｸﾔ 2年
229 村上 侑真 / ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾏ 3年
230 大目 亘 / ﾀﾞｲﾒ ﾜﾀﾙ 2年
231 白井 力 / ｼﾗｲ ﾘｷ 2年
7 大山 聖矢 / ｵｵﾔﾏ ｾｲﾔ 3年 11 木村 俊也 / ｷﾑﾗ ﾄｼﾔ 2年
8 小野寺 星也 / ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲﾔ 3年 12 坂本 紘規 / ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 1年
9 金濱 裕太郎 / ｶﾈﾊﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 3年
10 千田 順也 / ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 3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

START LIST

組 タイム

1

Ｈ 吉田 新潟 分　　　秒

Ｂ #N/A #N/A 分　　　秒

5

分　　　秒

岩手 分　　　秒

Ｂ 日大豊山 東京 分　　　秒

Ｈ 内灘 石川 分　　　秒

4

Ｈ 法政二 神奈川 分　　　秒

Ｂ 盛岡農

2

Ｈ 慶応 神奈川 分　　　秒

3

Ｈ 川越工 埼玉

Ｂ 高知東工 高知 分　　　秒

Ｂ 八戸工 青森 分　　　秒

176 渡邉 雄太 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 3年
177 鈴木 康平 / ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 3年
178 西崎 勇輝 / ﾆｼｻﾞｷ ﾕｳｷ 3年
179 岩松 航 / ｲﾜﾏﾂ ﾜﾀﾙ 3年
111 植原 琢也 / ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾔ 3年 115 西内 秀明 / ﾆｼｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 1年
112 小玉 勇一 / ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 3年
113 有山 誠昌 / ｱﾘﾔﾏ ﾀｶﾏｻ 3年
114 荒木 多結 / ｱﾗｷ ﾀﾕ 3年
186 遠藤 篤希 / ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｷ 3年 190 杉野 元基 / ｽｷﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 2年
187 武田 泰河 / ﾀｹﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 3年 191 大橋 和之 / ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 2年
188 加藤 大輝 / ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 2年
189 齋藤 剣 / ｻｲﾄｳ ｹﾝ 2年
78 長内 龍冴 / ｵｻﾅｲ ﾘｭｳｷ 3年 82 直井 駿太 / ﾅｵｲ ｼｭﾝﾀ 1年
79 伊早坂 駿一 / ｲﾊﾔｻﾞｶ ｼｭﾝｲﾁ 3年
80 吉田 拓矢 / ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 2年
81 岡田 隆矢 / ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 2年
315 﨑上 正暉 / ｻｷｼﾞｮｳ ﾏｻｷ 3年 319 水谷 駿汰 / ｽｲﾀﾆ ｼｭﾝﾀ 2年
316 山下 杏平 / ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ 3年 320 伊藤 優生 / ｲﾄｳ ﾕｳｷ 2年
317 渡邊 勇磨 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 3年
318 渡瀬 勇真 / ﾜﾀｾ ﾕｳﾏ 2年
106 山川 遼 / ﾔﾏｶﾜ ﾘｮｳ 3年 110 佐藤 智紀 / ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 2年
107 塩田 航平 / ｼｵﾀﾞ ｺｳﾍｲ 2年
108 早川 侑哉 / ﾊﾔｶﾜ ﾕｷﾔ 2年
109 猿田 匠 / ｻﾙﾀ ﾀｸﾐ 2年
56 須藤 晃寿 / ｽﾄｳ ｱｷﾋｻ 3年 60 河野 竜太 / ｶﾜﾉ ﾘｭｳﾀ 2年
57 栁沼 龍佑 / ﾔｷﾞﾇﾏ ﾘｭｳｽｹ 3年 61 小澤 尚斗 / ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 1年
58 佐々木 堅次 / ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ 3年
59 真船 駿太郎 / ﾏﾌﾈ ｼｭﾝﾀﾛｳ 2年
138 佐々木 眞也 / ｻｻｷ ｼﾝﾔ 3年 142 樋口 峻明 / ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 2年
139 広瀬 樹 / ﾋﾛｾ ｲﾂｷ 3年
140 曽我 隼秀 / ｿｶﾞ ﾊﾔﾋﾃﾞ 3年
141 坂本 悟史 / ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 3年

9

Ｈ 白河実 福島 分　　　秒

Ｂ 横浜 神奈川 分　　　秒

7

6

埼玉

静岡 分　　　秒

分　　　秒

分　　　秒

Ｂ 取手一 茨城 分　　　秒

Ｈ 愛工大名電 愛知 分　　　秒

小松原

Ｈ 星陵

Ｂ

Ｂ 栄北 埼玉

8

Ｈ 倉吉総産 鳥取 分　　　秒
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１６．４ｋｍチーム・パーシュート  予選 ７月３１日 (火)　１２：１５

学校名
都道
府県

No. 氏名 学年 No. 氏名 学年 順位

385 山内 健治 / ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 3年 389 澤池 陵二 / ｻﾜﾁ ﾘｮｳｼﾞ 3年
386 岩本 将平 / ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 3年 390 中里 福太郎 / ﾅｶｻﾞﾄ ﾌｸﾀﾛｳ 2年
387 山口 龍也 / ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 3年
388 岡本 卓 / ｵｶﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 3年
222 岡田 徹也 / ｵｶﾀﾞ ﾃﾂﾔ 3年
223 谷本 奨輝 / ﾀﾆﾓﾄ ｼｮｳｷ 3年
224 大浦 尭 / ｵｵｳﾗ ｷﾞｮｳ 2年
225 筏井 克也 / ｲｶﾀﾞｲ ｶﾂﾔ 2年
377 佐保 太陽 / ｻﾎ ﾀｲﾖｳ 3年 381 江口 彰志 / ｴｸﾞﾁ ｱｷｼ 2年
378 塚本 潤一朗 / ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 3年 382 加藤 樹 / ｶﾄｳ ｲﾂｷ 2年
379 帯刀 裕太 / ﾀﾃﾜｷ ﾕｳﾀ 3年
380 伊東 泰輝 / ｲﾄｳ ﾀｲｷ 2年
323 佐伯 亮輔 / ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ 3年
324 金田 聡士 / ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ 3年
325 小泉 優太 / ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾀ 2年
326 前田 祐輔 / ﾏｴﾀ ﾕｳｽｹ 2年
171 長谷部 翔 / ﾊｾﾍﾞ ｼｮｳ 3年 175 長谷部 拓 / ﾊｾﾍﾞ ﾀｸ 1年
172 大石 剣士 / ｵｵｲｼ ｹﾝｼ 2年
173 蠣崎 藍道 / ｶｷｻﾞｷ ﾗﾝﾄﾞｳ 2年
174 小泉 亞誠 / ｺｲｽﾞﾐ ｱｾｲ 2年
43 浅野 一輝 / ｱｻﾉ ｶｽﾞｷ 3年 47 塩崎 竜弥 / ｼｵｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 3年
44 木下 怜也 / ｷﾉｼﾀ ﾚｲﾔ 3年 48 笛 弘樹 / ﾌｴ ﾋﾛｷ 2年
45 鈴木 凌 / ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 3年
46 小松 定俊 / ｺﾏﾂ ｻﾀﾞﾄｼ 2年
372 井門 聖貴 / ｲﾄﾞ ﾏｻｷ 3年
373 古河 翔貴 / ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳｷ 3年
374 沼口 竜馬 / ﾇﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 3年
376 黒枝 咲哉 / ｸﾛｴﾀﾞ ｻﾔ 2年
344 青野 将大 / ｱｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 3年
345 中井 康惇 / ﾅｶｲ ｺｳﾍｲ 3年
346 眞砂 英作 / ﾏｻｺﾞ  ｴｲｻｸ 2年
347 藤井 太雅 / ﾌｼﾞｲ ﾀｲｶﾞ 1年

別府商 大分 分　　　秒

13

Ｈ 日出暘谷 大分 分　　　秒

Ｂ 東北 宮城 分　　　秒

Ｂ 高松工芸 香川 分　　　秒

分　　　秒

組 タ イ ム

10

Ｈ 鹿町工 長崎 分　　　秒

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

START LIST

Ｂ 氷見 富山 分　　　秒

Ｂ 倉吉西 鳥取 分　　　秒

11

Ｈ

12

Ｈ 伊豆総合 静岡

116 伊藤 和輝 / ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 3年 120 山本 修平 / ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 2年
117 菊山 将志 / ｷｸﾔﾏ ﾏｻｼ 3年 121 橋詰 丈 / ﾊｼﾂﾞﾒ ｼﾞｮｳ 1年
118 西村 大輝 / ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 3年
119 馬渡 伸弥 / ﾏﾜﾀﾘ ｼﾝﾔ 3年
66 吉田 優樹 / ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 3年 70 鈴木 貴之 / ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 2年
67 緑川 裕也 / ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾔ 3年 71 大木 拓斗 / ｵｵｷ ﾀｸﾄ 2年
68 緑川 達哉 / ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀﾂﾔ 3年
69 橋本 壮史 / ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 2年
244 岡本 隼 / ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 2年 248 住田 塁 / ｽﾐﾀ ﾙｲ 2年
245 中野尻 祥 / ﾅｶﾉｼﾞﾘ ｼｮｳ 2年 249 布居 翼 / ﾇﾉｲ ﾂﾊﾞｻ 1年
246 森口 寛己 / ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 2年
247 松本 尚平 / ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 2年
294 浅尾 銀二 / ｱｻｵ ｷﾞﾝｼﾞ 3年 298 足立 竜一 / ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 2年
295 三宅 勇希 / ﾐﾔｹ ﾕｳｷ 3年 299 野上 竜太 / ﾉｶﾞﾐ ﾘｭｳﾀ 2年
296 澤田 佳久 / ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 3年 300 滝本 泰行 / ﾀｷﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 2年
297 景山 泰宏 / ｶｹﾞﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 3年
265 岩佐 幸一 / ｲﾜｻ ｺｳｲﾁ 3年 270 松本 祐典 / ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 2年
266 田中 良亮 / ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 3年 271 安田 京介 / ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 2年
267 辻 晃平 / ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 3年
268 徳田 優 / ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 3年
194 相馬 義宗 / ｿｳﾏ ﾖｼﾑﾈ 3年 198 鎌足 拓弥 / ｶﾏﾀﾘ ﾀｸﾔ 2年
195 渡邊 翔太郎 / ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 3年 199 富田 拓海 / ﾄﾐﾀﾞ ﾀｸﾐ 3年
196 浦田 真成 / ｳﾗﾀ ﾏｻﾅﾘ 2年 200 蔡 思遠 / ｻｲ ｼｴﾝ 2年
197 廣瀬 徳之 / ﾋﾛｾ ﾉﾘﾕｷ 3年
364 鳥越 敬太 / ﾄﾘｺﾞｴ ｹｲﾀ 3年 368 井手口 将太 / ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 3年
365 小林 和希 / ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 3年 369 小山 兼司 / ｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 2年
366 岡 稔雅 / ｵｶ ﾄｼﾏｻ 3年 370 原井 博斗 / ﾊﾗｲ ﾋﾛﾄ 2年
367 靍 良生 / ﾂﾙ ﾘｮｳｾｲ 3年
261 今西 亮太 / ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ 3年
262 長谷部 大和 / ﾊｾﾍﾞ ﾔﾏﾄ 3年
263 安原 大生 / ﾔｽﾊﾗ ﾀｲｾｲ 3年
264 山本 大喜 / ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 2年

16

Ｈ 北桑田 京都 分　　　秒

17

Ｈ 福岡 分　　　秒

Ｂ 岐南工 岐阜 分　　　秒

Ｂ 榛生昇陽 奈良 分　　　秒

14

Ｈ 昭和一学園 東京 分　　　秒

15

Ｈ 和歌山北 和歌山 分　　　秒

Ｂ 学法石川 福島 分　　　秒

Ｂ 岡山工 岡山 分　　　秒




