
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
長瀬 幸治 / ﾅｶﾞｾ ｺｳｼﾞ 高士 拓也 / ﾀｶｼ ﾀｸﾔ 鍵本 大地 / ｶｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 中井 俊亮 / ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 北村 彰也 / ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾔ 西川 尚吾 / ﾆｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 秋田 拓磨 / ｱｷﾀ ﾀｸﾏ 酒向 俊平 / ｻｺｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ

栄北 朝明 崇徳 榛生昇陽 和歌山北 昭和一学園 春江工 千葉学芸

埼玉 三重 広島 奈良 和歌山 東京 福井 千葉

1:54:18 1:54:18 1:54:35 1:54:35 1:54:36 1:54:36 1:54:36 1:54:36
戸田 康平 / ﾄﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大西 貴晃 / ｵｵﾆｼ ﾀｶｱｷ 沼田 明久 / ﾇﾏﾀ ｱｷﾋｻ 井上 椋平 / ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾍｲ 伊藤 邦和 / ｲﾄｳ ｸﾆｶｽﾞ 安里 優太 / ｱｻﾄ ﾕｳﾀ 山本 直 / ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 坂本 周作 / ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｻｸ

石田 日出暘谷 甲府工 別府商 昭和一学園 北中城 玉野商 八戸工

香川 大分 山梨 大分 東京 沖縄 岡山 青森

1分08秒309 1分09秒433 1分09秒754 1分10秒364 1分10秒369 1分10秒423 1分10秒449 1分10秒648

矢野 智哉 / ﾔﾉ ﾄﾓﾔ 黒瀬 耕平 / ｸﾛｾ ｺｳﾍｲ 近谷 涼 / ﾁｶﾀﾆ ﾘｮｳ 高宮 佑介 / ﾀｶﾐﾔ ﾕｳｽｹ 菊地 啓汰 / ｷｸﾁ ｹｲﾀ 早川 雄貴 / ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 深瀬 泰我 / ﾌｶｾ ﾀｲｶﾞ 加賀谷 慶治 / ｶｶﾞﾔ ｹｲｼﾞ

岐南工 岡山工 氷見 東北 水沢農 日生第三 修善寺工 能代西

岐阜 岡山 富山 宮城 岩手 兵庫 静岡 秋田

3分37秒262 3分40秒457 3分40秒209 3分42秒553 3分45秒327 3分45秒664 3分47秒676 3分47秒706

坂本 将太郎 / ｻｶﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 小川 真太郎 / ｵｶﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 八木澤 一喜 / ﾔｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 大野 鷹也 / ｵｵﾉ ﾀｶﾔ 田中 誇士 / ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 波平 敏弥 / ﾅﾐﾋﾗ ﾄｼﾔ 廣田 敦士 / ﾋﾛﾀ ｱﾂｼ 境 啓亨 / ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ

作新学院 小松島西 青森山田 千葉経大附 修善寺工 北中城 暁 九州学院

栃木 徳島 青森 千葉 静岡 沖縄 三重 熊本

11秒398 11秒882 11秒790 11秒714 11秒689 11秒876 11秒497 11秒816

山本 隼 / ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝ 我妻 優弥 / ｱﾂﾞﾏ ﾕｳﾔ 中井 俊亮 / ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 徳田 鍛造 / ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ 金子 将司 / ｶﾈｺ ﾏｻｼ 中里 仁 / ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾙ 古川 卓也 / ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾔ 那須 太郎 / ﾅｽ ﾀﾛｳ

甲府工 学法石川 榛生昇陽 北桑田 竜ヶ崎南 小松原 美来工科 高知工

山梨 福島 奈良 京都 茨城 埼玉 沖縄 高知

20P 15P 13P 9P 8P 8P 8P 7P

吉田 成吾 / ﾖｼﾀﾞ ｾｲｺﾞ 緑川 竣一 / ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｭﾝｲﾁ 長瀬 幸治 / ﾅｶﾞｾ ｺｳｼﾞ 藤森 貴之 / ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 髙橋 大輝 / ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 野久保 良一 / ﾉｸﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ 池田 悠樹 / ｲｹﾀﾞ ﾋｻｷ 馬場 博之 / ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

岐南工 学法石川 栄北 九州学院 大曲農 大産大附 紫波総合 祐誠

岐阜 福島 埼玉 熊本 秋田 大阪 岩手 福岡

12分14秒76

谷口 遼平 / ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 小酒 大勇 / ｺｻｹ ﾀｲﾕｳ 木村 幸希 / ｷﾑﾗ ｺｳｷ 谷口 雄太郎 / ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 中藤 諒典 / ﾅｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 吉川 嘉斗 / ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾄ 奥村 諭志 / ｵｸﾑﾗ ｻﾄｼ 森田 賢多郎 / ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

朝明 平工 市立広島工 昭和一学園 水島工 小松島西 岡山工 龍谷

三重 福島 広島 東京 岡山 徳島 岡山 佐賀

11秒811

岩出 愛未 / ｲﾜﾃﾞ ﾏﾅﾐ 樋口 晴香 / ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 下久保 初菜 / ｼﾓｸﾎﾞ ﾊﾂﾅ 岩田 知夏 / ｲﾜﾀ ﾄﾓｶ 青木 志都加 / ｱｵｷ ｼﾂﾞｶ 神田 紗希 / ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 神庭 睦実 / ｶﾝﾊﾞ ﾑﾂﾐ 中村 妃智 / ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ

瀬戸北 白河実 北桑田 北桑田 北桑田 鹿児島実 米子東 千葉経大附

愛知 福島 京都 京都 京都 鹿児島 鳥取 千葉

1 時間 15 分 58秒 1 時間 15 分 58秒 1 時間 15 分 58秒 1 時間 15 分 58秒 1 時間 15 分 58秒 1 時間 15 分 58秒 1 時間 15 分 58秒 1 時間 15 分 58秒

中村 友香 / ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 岩田 知夏 / ｲﾜﾀ ﾄﾓｶ 中村 妃智 / ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ 樋口 晴香 / ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 神田 紗希 / ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 神庭 睦実 / ｶﾝﾊﾞ ﾑﾂﾐ 下久保 初菜 / ｼﾓｸﾎﾞ ﾊﾂﾅ 岩出 愛未 / ｲﾜﾃﾞ ﾏﾅﾐ

奈良北 北桑田 千葉経大附 白河実 鹿児島実 米子東 北桑田 瀬戸北

奈良 京都 千葉 福島 鹿児島 鳥取 京都 愛知

2分44秒420 2分46秒665 2分47秒335 2分49秒771 2分50秒848 2分53秒886 2分57秒554 2分58秒979

丸田 京 / ﾏﾙﾀ ﾐﾔｺ 樋口 晴香 / ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 合田 祐美子 / ｺﾞｳﾀﾞ ﾕﾐｺ 藤根 美咲 / ﾌｼﾞﾈ ﾐｻｷ 中村 友香 / ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 小城 千奈 / ｵｷﾞ ﾁﾅ 横田 悠衣 / ﾖｺﾀ ﾕｲ 岩出 愛未 / ｲﾜﾃﾞ ﾏﾅﾐ

共立二 白河実 朝日塾 紫波総合 奈良北 祐誠 桜丘 瀬戸北

東京 福島 岡山 岩手 奈良 福岡 愛知 愛知

40秒108 40秒943 41秒001 41秒477 41秒695 41秒772 41秒822 42秒072

岩田 知夏 / ｲﾜﾀ ﾄﾓｶ 神田 紗希 / ｶﾝﾀﾞ ｻｷ 中村 妃智 / ﾅｶﾑﾗ ｷｻﾄ 丸田 京 / ﾏﾙﾀ ﾐﾔｺ 下久保 初菜 / ｼﾓｸﾎﾞ ﾊﾂﾅ 藤根 美咲 / ﾌｼﾞﾈ ﾐｻｷ 青木 志都加 / ｱｵｷ ｼﾂﾞｶ 樺沢 春花 / ｶﾊﾞｻﾜ ﾊﾙｶ

北桑田 鹿児島実 千葉経大附 共立二 北桑田 紫波総合 北桑田 前橋育英

京都 鹿児島 千葉 東京 京都 岩手 京都 群馬

ｺﾐｭﾆｭｹNo.63

　　種 目 別 競 技 成 績 一 覧 表

3km
インディヴィデュアル

パーシュート

ケイリン

個人ロードレース

スプリントレース

２４Km
ポイントレース

８km
スクラッチレース

１Km
タイムトライアル

女
　
　
　
子

個人ロードレース

女子500m
タイムトライアル

男
　
　
　
子
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6km
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トラック　北九州ﾒﾃﾞｨｱﾄﾞｰﾑ　　　ロード　北九州市若松区竹並ﾊﾞｲﾊﾟｽ

平成21年度全国高等学校選抜自転車競技大会

主 催 (財)日本自転車競技連盟・(財)全国高等学校体育連盟

共 催 北九州市・北九州市教育委員会

後 催 文部科学省・福岡県教育委員会･(財)福岡県体育協会・福岡県高等学校体育連盟･福岡県自転車競技連盟･(財)北九州市体育協会

NHK北九州放送局･朝日新聞社･毎日新聞社･読売新聞西部本社･西日本新聞社

主 管 (財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部・全国高等学校選抜自転車競技大会実行委員会

特別協賛 NTT西日本北九州支店･NTTｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞ(株)･NTTﾌｧｲﾅﾝｽ(株)･西部電気工業(株)･(株)協和ｴｸｼｵ･JR九州旅行

飲料協賛 ｺｶ･ｺｰﾗｳｴｽﾄ(株)

Sign .
Sign .


