
（　九州　）ブロック大会記録
ロード日時 平成   30年　6月　18日（　月　）　 トラック日時平成   30年　6月　15日（　金　）　～　6月　17日（　日　）

場所・距離 場　　所

責任者 責任者

男子種目

3 3 3 伊藤 旭 3

3 3 3 入江 航太 2

2   1     

3 3 3 道見 優太 3

3 3 3 古林 一夢 2

2 2 2     

3 3 3 吉岡 龍隆 3

2 3 3 松浦 翼 2

3         

3 3 3 北川 大成 3

2 2 3 濱道 昌義 2

2 1 2     

3 3 3 朝長 直哉 3

3 2 3 鶴田 尭大 3

2 1 3 川原 清雅 2

3 3 3 岡田 凌 3

3 3 3 佐藤 礼二郎 2

3 3       

2 2 3 円福 竜之介 3

2 1 2     

1 1       

3 3 3 梅田 律 3

3 3 3 太田黒 快斗 3

2 2 2     

タイム

（　８　ｋｍ）

１位 伊藤 旭 3 熊本 10秒850 １位 髙良 柊也 3 鹿児島 11分18秒14

２位 松浦 翼 2 福岡 11秒124 ２位 下山 綾亮 3 大分

３位 谷元 奎心 3 鹿児島 10秒939 ３位 鈴木 知治 3 熊本

４位 上野 矢竜 3 福岡 11秒236 ４位 樽見 潤平太 2 福岡

５位 荒巻 悠喜 3 大分 11秒691 ５位 松本 敬之 3 長崎

６位 出ｯ所 明乃丞 3 宮崎 11秒324 ６位 平瀨 光喜 3 長崎

７位 下山 聖斗 2 鹿児島 11秒512 ７位 安達 丈留 2 福岡

８位 平川 稜将 2 熊本 11秒652 ８位 岡田 宗一郎 3 大分

９位 岡田 凌 3 大分 11秒497 ９位 水上 隆助 3 熊本

１０位 渡邉 安慈 2 長崎 11秒584 １０位 入江 航太 2 熊本

タイム

（ ２４ ｋｍ）

１位 松本 秀之介 3 熊本 1分05秒945 １位 兒島 直樹 3 福岡 34点

２位 鶴 淳志 3 福岡 1分07秒637 ２位 古谷田 貴斗 3 鹿児島 24点

３位 北川 大成 3 熊本 1分07秒899 ３位 高木 京太郎 3 大分 14点

４位 後藤 大輝 3 福岡 1分08秒521 ４位 飯田 要次郎 2 熊本 11点

５位 稲留 敦貴 2 鹿児島 1分10秒001 ５位 生野 優翔 2 大分 11点

６位 米田 駿介 3 熊本 1分10秒206 ６位 池田 渓人 3 熊本 10点

７位 松岡 優馬 2 熊本 1分11秒126 ７位 江島 圭竜 3 福岡 09点

８位 山内 達也 3 長崎 1分11秒421 ８位 岩永 渓 3 宮崎 08点

９位 円福 竜之介 3 大分 1分11秒970 ９位 永井 豪 2 大分 06点

１０位 西村 晟 3 鹿児島 1分12秒239 １０位 原 将実 3 長崎 06点

鹿町工 都城工

別府翔青 別府翔青

南大隅 鹿町工

開新 千原台

千原台 祐誠

祐誠 南大隅

千原台 日出総合

祐誠 九州学院

県名

九州学院 祐誠

日出総合 千原台

鹿町工 九州学院

南大隅 日出総合

１ｋｍTT 選手名 学年 学校名 県名 タイム

延岡学園 鹿町工

南大隅 祐誠

千原台 日出総合

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 選手名 学年 学校名

南大隅 九州学院

祐誠 祐誠

日出総合 鹿町工

学校名 県名

九州学院 南大隅

祐誠 日出総合

スプリント 選手名 学年 学校名 県名 200ｍﾀｲﾑ スクラッチ 選手名 学年

宮崎 1分24秒016原 将実 平瀨 光喜 米田 駿介

渡邉 安慈 今里 寿志

８位 鹿町工

松本 敬之 山内 達也

長崎 4分59秒020

鍋野 迅走

８位 都城工

田邉 源貴

大分 1分23秒977飯田 要次郎 高橋 宥貴 野末 雄太郎

前田 大騎 松本 秀之慎   

  

６位 日出総合

中根 秀誠

大分 1分23秒888木村 響 溝口 永遠 新谷 龍之介

橋戸 竜生 今村 健斗

７位 九州学院

安達 大晴 花香 竜麻

熊本 4分47秒248 ７位 別府翔青

荒金 賢司朗

６位 千原台

池田 渓人 岡田 宗憲

熊本 4分46秒292

長崎 1分23秒290奥間 凪 瑞慶覧 寿 寶亀 稜太朗

比嘉 祐貴 玉城 翔太 松尾 勇斗

５位 北中城

具志堅 大士 澤岻 達希

沖縄 4分45秒887 ５位 鹿町工

金子 嵩治

熊本 1分23秒290加藤 凱也 前畠 怜哉 水上 隆助

畑中 世界 高佐 龍太郎

４位 都城工

岩永 渓 中島 大瑚

宮崎 4分42秒308

松岡 優馬

４位 千原台

岡田 幸憲

福岡 1分20秒051生野 優翔 荒巻 悠喜 緒方 仁

岡田 宗一郎     

下山 聖斗

２位 南大隅

谷元 奎心

鹿児島 1分19秒760馬場 慎也 細田 悠太 西村 晟

稲留 敦貴 藤田 翔太郎

３位 日出総合

下山 綾亮 高木 京太郎

大分 4分31秒419 ３位 祐誠

上野 矢竜

２位 南大隅

古谷田 貴斗 髙良 柊也

鹿児島 4分28秒576

後藤 大輝 江島 圭竜 鈴木 知治

堀川 敬太郎   中山 遼太郎

4分28秒211 １位 九州学院

松本 秀之介

４ｋｍTP 学校名 選手名
学

年
選手名

熊本 1分16秒551

学

年
選手名

学

年
県名 タイム

１位 祐誠

兒島 直樹 鶴 淳志

福岡

学

年
県名 タイム TS 学校名 選手名

ｺｰｽ名称（　　　　　SPA直入　　　　　　） 実施距離　男子85.8km、女子28.6km 久留米 競輪場・競技場（周長　　　400　ｍ）

月成　憲一 月成　憲一 電子計時 使用　　・　不使用



（　九州　）ブロック大会記録
ロード日時 平成   30年　6月　18日（　月　）　 トラック日時平成   30年　6月　15日（　金　）　～　6月　17日（　日　）

場所・距離 場　　所

責任者 責任者

ｺｰｽ名称（　　　　　SPA直入　　　　　　） 実施距離　男子85.8km、女子28.6km 久留米 競輪場・競技場（周長　　　400　ｍ）

月成　憲一 月成　憲一 電子計時 使用　　・　不使用

１位 兒島 直樹 3 福岡 3分26秒583 １位 下山 綾亮 3 大分 4分49秒98

２位 古谷田 貴斗 3 鹿児島 3分33秒826 ２位 松岡 優馬 2 熊本

３位 高木 京太郎 3 大分 3分36秒551 ３位 鶴 淳志 3 福岡

４位 細田 悠太 3 鹿児島 3分38秒939 ４位 堀川 敬太郎 2 福岡

５位 岩永 渓 3 宮崎 3分39秒765 ５位 松本 敬之 3 長崎

６位 鈴木 知治 3 熊本 3分42秒810 ６位 溝口 永遠 3 熊本

７位 生野 優翔 2 大分 3分43秒752 ７位 入江 航太 2 熊本

８位 池田 渓人 3 熊本 3分47秒473 ８位 飯田 要次郎 2 熊本

９位 江島 圭竜 3 福岡 3分47秒522 ９位 澤岻 達希 3 沖縄

１０位 山内 達也 3 長崎 3分48秒824 １０位 稲留 敦貴 2 鹿児島

タイム

（85.8ｋｍ）

１位 松本 秀之介 3 熊本 10秒967 １位 古谷田 貴斗 3 鹿児島 2:06:57.71

２位 髙良 柊也 3 鹿児島 ２位 兒島 直樹 3 福岡 2:06:57.76

３位 伊藤 旭 3 熊本 ３位 高木 京太郎 3 大分 2:06:57.86

４位 松浦 翼 2 福岡 ４位 道見 優太 3 鹿児島 2:06:57.93

５位 上野 矢竜 3 福岡 ５位 鈴木 知治 3 熊本 2:06:58.14

６位 出ｯ所 明乃丞 3 宮崎 ６位 伊藤 旭 3 熊本 2:06:58.24

７位 谷元 奎心 3 鹿児島 ７位 松本 秀之介 3 熊本 2:06:58.67

８位 中根 秀誠 3 大分 ８位 田代 匠 3 福岡 2:06:58.79

９位 澤岻 達希 3 沖縄 ９位 今村 健斗 3 熊本 2:06:59.83

１０位 荒巻 悠喜 3 大分 １０位 堀川 敬太郎 2 福岡 2:06:59.90

北中城 千原台

日出総合 祐誠

 

延岡学園 九州学院

南大隅 九州学院

日出総合 祐誠

九州学院 日出総合

祐誠 南大隅

祐誠 九州学院

学年 学校名 県名

九州学院 南大隅

南大隅 祐誠

鹿町工 南大隅

ケイリン 選手名 学年 学校名 県名 参考タイム
個人

ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
選手名

日出総合 九州学院

千原台 九州学院

祐誠 北中城

南大隅 祐誠

都城工 鹿町工

九州学院 千原台

祐誠 日出総合

南大隅 千原台

日出総合 祐誠

４km速度 選手名 学年 学校名 県名 参考タイム３ｋｍIP 選手名 学年 学校名 県名 タイム



（　九州　）ブロック大会記録
ロード日時 平成   30年　6月　18日（　月　）　 トラック日時平成   30年　6月　15日（　金　）　～　6月　17日（　日　）

場所・距離 場　　所

責任者 責任者

ｺｰｽ名称（　　　　　SPA直入　　　　　　） 実施距離　男子85.8km、女子28.6km 久留米 競輪場・競技場（周長　　　400　ｍ）

月成　憲一 月成　憲一 電子計時 使用　　・　不使用

女子種目

１位 金田 舞夏 1 福岡 38秒237 １位 内野 艶和 2 福岡 2分39秒074

２位 岩元 杏奈 3 宮崎 38秒240 ２位 岩元 杏奈 3 宮崎 2分42秒595

３位 森 みき 3 福岡 38秒579 ３位 成海 綾香 3 鹿児島 2分43秒804

４位 内野 艶和 2 福岡 39秒454 ４位 山口 優菜 3 佐賀 2分45秒838

５位 田中 夢菜 2 熊本 39秒740 ５位 森 みき 3 福岡 2分47秒247

６位 成海 綾香 3 鹿児島 40秒250 ６位 阿南 里奈 2 大分 2分47秒476

７位 安東 莉奈 2 大分 40秒294 ７位 北原 歩華 3 大分 2分47秒959

８位 羽田野 愛花 2 大分 40秒405 ８位 中村 鈴花 2 熊本 2分49秒814

９位 平部 莉彩 2 宮崎 40秒569 ９位 安東 莉奈 2 大分 2分50秒327

１０位 堺 栞奈 3 福岡 40秒670 １０位 田中 夢菜 2 熊本 2分50秒395

１位 内野 艶和 2 福岡 8分23秒63 １位 金田 舞夏 1 福岡 12秒976

２位 岩元 杏奈 3 宮崎 ２位 安東 莉奈 2 大分

３位 成海 綾香 3 鹿児島 ３位 森 みき 3 福岡

４位 中村 鈴花 2 熊本 ４位 堺 栞奈 3 福岡

５位 北原 歩華 3 大分 ５位 田中 夢菜 2 熊本

６位 阿南 里奈 2 大分 ６位 平部 莉彩 2 宮崎

７位    ７位 羽田野 愛花 2 大分

８位    ８位 上原 萌花 3 大分

９位    ９位 野元 麻有 2 長崎

１０位    １０位 河村 芽衣子 1 大分

タイム

（28.6ｋｍ）

１位 祐誠 3 2 福岡 1分00秒194 １位 内野 艶和 2 福岡 50'00''69

２位 阿南 里奈 2 大分 50'02''82

２位 都城工 3 2 宮崎 1分00秒601 ３位 北原 歩華 3 大分 50'09''09

1 ４位 安東 莉奈 2 大分 50'09''21

３位 千原台 2 2 熊本 1分02秒351 ５位 上原 萌花 3 大分 50'17''78

６位 成海 綾香 3 鹿児島 50'20''82

４位 別府翔青 3 2 大分 1分02秒737 ７位 岩元 杏奈 3 宮崎 50'32''94

1 ８位 中村 鈴花 2 熊本 52'42''35

９位 山口 優菜 3 佐賀

１０位 羽田野 愛花 2 大分

龍谷

別府翔青

北原 歩華 羽田野 愛花 都城工

河村 芽衣子 千原台

中村 鈴花 田中 夢菜 別府翔青

南大隅

岩元 杏奈 平部 莉彩 別府翔青

國分 咲来 日出総合

県名

森 みき 内野 艶和 祐誠

別府翔青

県名 タイム
個人

ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
選手名 学年 学校名TS 学校名 選手名

学

年
選手名

学

年

 別府翔青

 清峰

 別府翔青

別府翔青 千原台

別府翔青 都城工

 別府翔青

都城工 日出総合

南大隅 祐誠

千原台 祐誠

学年 学校名 県名 タイム

祐誠 祐誠

祐誠 千原台

ｽｸﾗｯﾁ 選手名 学年 学校名 県名 タイム ケイリン 選手名

日出総合 別府翔青

別府翔青 千原台

都城工 日出総合

祐誠 龍谷

千原台 祐誠

南大隅 別府翔青

タイム

祐誠 祐誠

都城工 都城工

祐誠 南大隅

タイム ２kmIP 選手名 学年 学校名 県名500ｍTT 選手名 学年 学校名 県名


