
（　　　青森県　　　）都道府県大会記録
ロード日時 元年　５月　３０日（木）　 実施した　・　実施していない トラック日時 元年　５月　２８日（　火　）　　　～　５月　２９日（　水　）

場所・距離 ｺｰｽ名称（　青森スピードパーク　） 実施距離　男子61.98km、女子20.66km 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 八戸工 青森 4分47秒23 多賀 千翼 3 寺澤 勇人 3 畑崎 大輝 3 下川原 誠悟 3 久保澤大暉 2

２位 八戸工大一 青森 4分59秒18 吉田 真聖 3 高橋 翔夢 3 荒谷 駿輔 3 北城 純 3 齊藤 英伊須 1 瀬川 大登 1

３位 青森山田 青森 5分36秒30 成田 凌 3 米田 佑太 2 大舘 青空 1 伊藤 大悟 1

４位 青森商 青森 5分47秒79 中村 春基 3 中山 雄太 2 木村 佑弥 2 木村 晃瑛 2 山本 嘉一 3 楠美 創太 1

５位

６位

７位

８位

チームスプリント学校名 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 青森山田 青森 1分25秒21 伊藤 有一朗 3 八木澤 豪心 3 平山 裕樹 3

２位 青森商 青森 1分29秒45 山田 光太 3 原田 裕太郎 2 川村 良芽 2 小田 正宗 1

３位 八戸工大一 青森 1分31秒21 渡辺 朝陽 3 高橋 海月 3 赤坂 駿介 3 白石 直努 3

４位 十和田工 青森 1分31秒87 戸来 優雅 2 木村 楽生 2 折田 敦哉 2 岩井 陸空 2 久保田 健太郎 3

５位 八戸工 青森 1分33秒81 門前 爽大 2 小笠原 光 1 池田 隼也 1

６位

７位

８位

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 八木澤 豪心 3 青森山田 青森 11秒30 １位 荒谷 駿輔 3 八工大一 青森

２位 高橋 海月 3 八工大一 青森 11秒89 ２位 下川原 誠悟 3 八戸工 青森

３位 久保澤大暉 2 八戸工 青森 11秒87 ３位 吉田 真聖 3 八工大一 青森

４位 伊藤 有一朗 3 青森山田 青森 11秒89 ４位 門前 爽大 2 八戸工 青森

５位 渡辺 朝陽 3 八工大一 青森 11秒93 ５位 原田 裕太郎 2 青森商 青森

６位 山田 光太 3 青森商 青森 12秒68 ６位 平山 裕樹 3 青森山田 青森

７位 楠美 創太 1 青森商 青森 12秒42 ７位 白石 直努 3 八工大一 青森

８位 木村 楽生 2 十和田工 青森 12秒58 ８位 木村 佑弥 2 青森商 青森

９位 清水 文聖 1 八工大一 青森 13秒07 ９位 木村 晃瑛 2 青森商 青森

１０位 大舘 青空 1 青森山田 青森 13秒21 １０位 若本 大翔 2 十和田工 青森

学校名 タイム

（24ｋｍ）

１位 北城 純 3 八工大一 青森 1分12秒190 １位 吉田 真聖 3 八工大一 青森 116点

２位 寺澤 勇人 3 八戸工 青森 1分12秒220 ２位 畑崎 大輝 3 八戸工 青森 80点

３位 門前 爽大 2 八戸工 青森 1分15秒230 ３位 下川原 誠悟 3 八戸工 青森 77点

４位 折田 敦哉 2 十和田工 青森 1分18秒900 ４位 高橋 翔夢 3 八工大一 青森 55点

５位 清水 文聖 1 八工大一 青森 1分19秒010 ５位 木村 佑弥 2 青森商 青森 27点

６位 齊藤 英伊須 1 八工大一 青森 1分19秒020 ６位 長岡 龍河 1 八工大一 青森 22点

７位 大舘 青空 1 青森山田 青森 1分19秒150 ７位 米田 佑太 2 青森山田 青森 5点

８位 楠美 創太 1 青森商 青森 1分19秒990 ８位 戸来 優雅 2 十和田工 青森 0点

９位 成田 凌 3 青森山田 青森 1分20秒350 ９位 成田 凌 3 青森山田 青森 0点

１０位 瀬川 大登 1 八工大一 青森 1分21秒650 １０位 瀬川 大登 1 八工大一 青森 0点

１位 畑崎 大輝 3 八戸工 青森 3分38秒05 １位 荒谷 駿輔 3 八工大一 青森 5分12秒89

２位 北城 純 3 八工大一 青森 3分54秒90 ２位 高橋 翔夢 3 八工大一 青森

３位 米田 佑太 2 青森山田 青森 4分06秒35 ３位 川村 良芽 2 青森商 青森

４位 平山 裕樹 3 青森山田 青森 4分11秒48 ４位 寺澤 勇人 3 八戸工 青森

５位 齊藤 英伊須 1 八工大一 青森 4分11秒73 ５位 赤坂 駿介 3 八工大一 青森

６位 長岡 龍河 1 八工大一 青森 4分15秒52 ６位 多賀 千翼 3 八戸工 青森

７位 折田 敦哉 2 十和田工 青森 4分20秒33 ７位 原田 裕太郎 2 青森商 青森

８位 若本 大翔 2 十和田工 青森 4分23秒79 ８位 中山 雄太 2 青森商 青森

９位 岩井 陸空 2 十和田工 青森 4分24秒98 ９位 丸子 宗一郎 3 八工大一 青森

１０位 村上 由祐 3 八工大一 青森 4分25秒33 １０位

タイム

（61.98ｋｍ）

１位 赤坂 駿介 3 八工大一 青森 12秒130 １位 畑崎 大輝 3 八戸工 青森 1時間43分03秒

２位 八木澤 豪心 3 青森山田 青森 ２位 吉田 真聖 3 八工大一 青森 1時間43分04秒

３位 渡辺 朝陽 3 八工大一 青森 ３位 下川原 誠悟 3 八戸工 青森 1時間44分20秒

４位 伊藤 有一朗 3 青森山田 青森 ４位 荒谷 駿輔 3 八工大一 青森 1時間45分35秒

５位 久保澤大暉 2 八戸工 青森 ５位 原田 裕太郎 2 青森商 青森 1時間45分40秒

６位 高橋 海月 3 八工大一 青森 ６位 久保澤大暉 2 八戸工 青森 1時間46分46秒

７位 多賀 千翼 3 八戸工 青森 ７位 高橋 翔夢 3 八工大一 青森 1時間46分52秒

８位 山田 光太 3 青森商 青森 ８位 寺澤 勇人 3 八戸工 青森 1時間46分54秒

９位 白石 直努 3 八工大一 青森 ９位 伊藤 有一朗 3 青森山田 青森 1時間46分57秒

１０位 川村 良芽 2 青森商 青森 １０位 門前 爽大 2 八戸工 青森 1時間47分01秒

成田　塁

青森競輪場

成田　塁

個人
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

選手名 学年 学校名 県名ケイリン 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

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ

参考タイム

選手名 学年 学校名 県名

４km速度 選手名 学年 学校名 県名

１ｋｍTT 選手名 学年 県名 タイム



女子種目

１位 栁沢 早希 3 青森山田 青森 39秒65 １位 栁沢 早希 3 青森山田 青森 2分47秒67

２位 牧田 咲子 3 弘前実業 青森 40秒85 ２位 牧田 咲子 3 弘前実業 青森 2分51秒41

３位 北山 百夏 2 青森山田 青森 42秒00 ３位 北山 百夏 2 青森山田 青森 3分06秒11

４位 近村 菜々美 2 青森商 青森 43秒88 ４位 服部 佑香 2 青森商 青森 3分19秒75

５位 服部 佑香 2 青森商 青森 46秒28 ５位 近村 菜々美 2 青森商 青森 3分23秒56

６位 祐川 七海 1 青森商 青森 50秒90 ６位 祐川 七海 1 青森商 青森 3分38秒82

７位 ７位

８位 ８位

９位 ９位

１０位 １０位

タイム

（20.66ｋｍ）

１位 栁沢 早希 3 青森山田 青森 36分15秒700

２位 牧田 咲子 3 弘前実 青森 39分20秒110

３位 北山 百夏 2 青森山田 青森 38分58秒750

４位 服部 佑香 2 青森商 青森 39分18秒950

５位 祐川 七海 1 青森商 青森 40分39秒250

６位 近村 菜々美 2 青森商 青森 41分17秒150

７位

８位

９位

１０位

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 県名


