
（　九州　）ブロック大会記録
ロード日時 　   元年　６月　１７日（　月　）　 実施した　・　実施していない トラック日時 　　  元年　６月　１４日（　金　）　　　～　　６月　１６日（　日　）

場所・距離 ｺｰｽ名称（　　ＳＰＡ直入　　　　　　）実施距離　男子71.5km、女子28.6km 場　　所 競輪場・競技場（周長　４００　ｍ）

責任者 責任者 電子計時 使用　　・　不使用

４ｋｍTP 学校名 県名 タイム 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年

１位 別府翔青 大分 4分44秒298 内藤 悠真 3 永井 豪 3 野末 雄太郎 3 稲毛 脩瑛 2 石井 海斗 1

２位 千原台 熊本 4分44秒937 上野 樹輝 3 池田 伍功羽 2 谷口 翔太郎 2 中村 栄杜 2

３位 祐誠 福岡 4分45秒133 堀川 敬太郎 3 樽見 潤平太 3 安達 丈留 3 横溝 貫太 2 大久保 謙信 2

４位 都城工 宮崎 4分49秒684 加藤 凱也 3 畑中 世界 3 竹内 流星 3 高佐 龍太郎 2 渡邊 悠晴 2

５位 鹿町工 長崎 4分52秒831 川原 清雅 3 松本 光 3 氏山 和弥 3 永安 真輝 2 清水 稜太郎 1

６位 南大隅 鹿児島 4分53秒270 稲留 敦貴 3 大河内 将泰 3 古林 一夢 3 髙田 堅斗 3 藤田 翔太郎 3 津留 崚 2

７位 日出総合 大分 5分00秒474 渡辺 拓己 3 山本 一輝 3 熊埜御堂 璃緒 2 山口 鴻哉 2 三浦   駿 1

８位 龍谷 佐賀 5分02秒467 甲斐 隼人 3 中村 亮太 3 牧瀬 治貴 2 藤松 晴人 2

ＴＳ 学校名 県名 タイム 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年

１位 九州学院 熊本 1分18秒362 入江 航太 3 松本 秀之慎 2 中山 遼太郎 2 前田 大騎 2

２位 日出総合 大分 1分19秒024 生野 優翔 3 佐藤 礼二郎 3 首藤 明信 3

３位 南大隅 鹿児島 1分19秒623 下山 聖斗 3 永田 勘児 3 永射 琢也 2

４位 千原台 熊本 1分19秒924 濱道 昌義 3 平川 稜将 3 松岡 優馬 3 渡邉 天海 2 德永 泰粋 2

５位 祐誠 福岡 1分22秒550 野田 勇飛 2 浦部 秀幸 3 上野 彪馬 2 梅崎 佑太 2

６位 鹿町工 長崎 1分22秒951 渡邉 安慈 3 木田 宇龍 3 峯口 司 2

７位 開新 熊本 1分25秒551 鍋野 迅走 3 宮島 稔大 3 安藤 悠生 2 国枝 晃樹 1

８位 都城工 宮崎 1分26秒108 前畠伶哉 3 橋口 翔真 2 堀北 大和 1 永野 才雅 1

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 学校名 県名 タイム

１位 中山 遼太郎 2 九州学院 熊本 11秒497 １位 飯田 要次郎 3 九州学院 熊本 10分33秒463

２位 平川 稜将 3 千原台 熊本 11秒274 ２位 稲留 敦貴 3 南大隅 鹿児島

３位 入江 航太 3 九州学院 熊本 11秒354 ３位 松岡 優馬 3 千原台 熊本

４位 野田 勇飛 2 祐誠 福岡 11秒634 ４位 大河内 将泰 3 南大隅 鹿児島

５位 下山 聖斗 3 南大隅 鹿児島 11秒657 ５位 高佐 龍太郎 2 都城工 宮崎

６位 德永 泰粋 2 千原台 熊本 11秒765 ６位 安達 丈留 3 祐誠 福岡

７位 浦部 秀幸 3 祐誠 福岡 11秒936 ７位 川原 清雅 3 鹿町工 長崎

８位 野末 雄太郎 3 別府翔青 大分 11秒618 ８位 前田 大騎 2 九州学院 熊本

９位 永射 琢也 2 南大隅 鹿児島 11秒672 ９位 首藤 明信 3 日出総合 大分

１０位 與古田 龍門 3 与勝 沖縄 11秒809 １０位 内藤 悠真 3 別府翔青 大分

学校名 タイム

（　２４ｋｍ）

１位 入江 航太 3 九州学院 熊本 1分06秒607 １位 中村 栄杜 2 千原台 熊本 56点

２位 堀川 敬太郎 3 祐誠 福岡 1分06秒939 ２位 永井 豪 3 別府翔青 大分 44点

３位 加藤 凱也 3 都城工 宮崎 1分07秒404 ３位 加藤 凱也 3 都城工 宮崎 19点

４位 松本 秀之慎 2 九州学院 熊本 1分07秒500 ４位 飯田 要次郎 3 九州学院 熊本 14点

５位 平川 稜将 3 千原台 熊本 1分07秒910 ５位 藤田 翔太郎 3 南大隅 鹿児島 12点

６位 横溝 貫太 2 祐誠 福岡 1分09秒241 ６位 内藤 悠真 3 別府翔青 大分 7点

７位 佐藤 礼二郎 3 日出総合 大分 1分09秒308 ７位 髙田 堅斗 3 南大隅 鹿児島 7点

８位 濱道 昌義 3 千原台 熊本 1分09秒892 ８位 花香 竜麻 3 九州学院 熊本 6点

９位 永田 勘児 3 南大隅 鹿児島 1分10秒998 ９位 上野 彪馬 2 祐誠 福岡 5点

１０位 古林 一夢 3 南大隅 鹿児島 1分11秒174 １０位 比嘉 祐貴 3 北中城 沖縄 5点

１位 生野 優翔 3 日出総合 大分 3分34秒345 １位 松岡 優馬 3 千原台 熊本 5分04秒410

２位 稲留 敦貴 3 南大隅 鹿児島 3分36秒836 ２位 樽見 潤平太 3 祐誠 福岡

３位 堀川 敬太郎 3 祐誠 福岡 3分39秒665 ３位 藤田 翔太郎 3 南大隅 鹿児島

４位 中村 栄杜 2 千原台 熊本 3分44秒205 ４位 生野 優翔 3 日出総合 大分

５位 津留 崚 2 南大隅 鹿児島 3分46秒522 ５位 竹内 流星 3 都城工 宮崎

６位 橋口 翔真 2 都城工 宮崎 3分46秒708 ６位 古林 一夢 3 南大隅 鹿児島

７位 大久保 謙信 2 祐誠 福岡 3分46秒916 ７位 野末 雄太郎 3 別府翔青 大分

８位 畑中 世界 3 都城工 宮崎 3分48秒570 ８位 前田 大騎 2 九州学院 熊本

９位 濱道 昌義 3 千原台 熊本 3分51秒563 ９位 上野 樹輝 3 千原台 熊本

１０位 永安 真輝 2 鹿町工 長崎 3分53秒008 １０位 川原 清雅 3 鹿町工 長崎

タイム

（71.5ｋｍ）

１位 下山 聖斗 3 南大隅 鹿児島 10秒967 １位 古林 一夢 3 南大隅 鹿児島 1ﾟ50:23.35

２位 松本 秀之慎 2 九州学院 熊本 ２位 大河内 将泰 3 南大隅 鹿児島 1ﾟ51:41.46

３位 佐藤 礼二郎 3 日出総合 大分 ３位 永射 琢也 2 南大隅 鹿児島 1ﾟ51:41.48

４位 上野 樹輝 3 千原台 熊本 ４位 髙田 堅斗 3 南大隅 鹿児島 1ﾟ51:41.96

５位 中山 遼太郎 2 九州学院 熊本 ５位 飯田 要次郎 3 九州学院 熊本 1ﾟ51:41.97

６位 鍋野 迅走 3 開新 熊本 ６位 加藤 凱也 3 都城工 宮崎 1ﾟ51:42.09

７位 島村 飛来 2 延岡学園 宮崎 ７位 藤田 翔太郎 3 南大隅 鹿児島 1ﾟ51:42.17

８位 永射 琢也 2 南大隅 鹿児島 ８位 甲斐 隼人 3 龍谷 佐賀 1ﾟ51:42.28

９位 浦部 秀幸 3 祐誠 福岡 ９位 石橋 慧悟 2 南大隅 鹿児島 1ﾟ51:42.28

１０位 横溝 貫太 2 祐誠 福岡 １０位 樽見 潤平太 3 祐誠 1ﾟ51:42.36

月成　憲一 月成　憲一

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

別府競輪場

１ｋｍTT 選手名 学年 県名 タイム

３ｋｍIP 選手名 学年 学校名 県名 県名 参考タイム

選手名 学年 学校名 県名

参考タイム

４km速度 選手名 学年 学校名タイム

ケイリン 選手名 学年 学校名 県名
個人

ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
選手名 学年 学校名 県名



女子種目 kyuusyuu 

１位 田中 夢菜 3 千原台 熊本 37秒530 １位 田中 夢菜 3 千原台 熊本 2分38秒988

２位 金田 舞夏 2 祐誠 福岡 37秒926 ２位 内野 艶和 3 祐誠 福岡 2分39秒495

３位 中村 鈴花 3 千原台 熊本 39秒450 ３位 中村 鈴花 3 千原台 熊本 2分40秒033

４位 羽田野 愛花 3 別府翔青 大分 39秒645 ４位 阿南 里奈 3 別府翔青 大分 2分40秒306

５位 岩元 美佳 1 都城工 宮崎 39秒724 ５位 谷元 音羽 1 鹿屋女子 鹿児島 2分47秒521

６位 内野 艶和 3 祐誠 福岡 39秒872 ６位 安東 莉奈 3 日出総合 大分 2分50秒387

７位 平部 莉彩 3 都城工 宮崎 40秒301 ７位 平部 莉彩 3 都城工 宮崎 2分50秒603

８位 安東 莉奈 3 日出総合 大分 40秒663 ８位 岩元 美佳 1 都城工 宮崎 2分50秒686

９位 大和 志帆 3 九州学院 熊本 40秒665 ９位 羽田野 愛花 3 別府翔青 大分 2分51秒037

１０位 阿南 里奈 3 別府翔青 大分 40秒851 １０位 谷口 法子 3 都城工 宮崎 2分52秒874

タイム

（28.6ｋｍ）

１位 内野 艶和 3 祐誠 福岡 51分52秒219

２位 阿南 里奈 3 別府翔青 大分 51分52秒658

３位 田中 夢菜 3 千原台 熊本 52分06秒696

４位 平部 莉彩 3 都城工 宮崎 52分55秒762

５位 谷元 音羽 1 鹿屋女子 鹿児島 52分56秒936

６位 中村 鈴花 3 千原台 熊本 53分45秒722

７位 金田 舞夏 2 祐誠 福岡 52分25秒907(-1LAP)

８位 安東 莉奈 3 日出総合 大分 52分26秒185(-1LAP)

９位 羽田野 愛花 3 別府翔青 大分 52分26秒364(-1LAP)

１０位 國分 咲来 2 都城工 宮崎 52分26秒576(-1LAP)

県名 タイム

個人

ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
選手名 学年 学校名 県名

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


