
平成26年3月23日（日）　あんずの丘　08：30ｽﾀｰﾄ

順位 ＮＯ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾃｺﾞﾘｰ ﾁｰﾑ名 都道府県 TotalTm
1 8 黒澤 虎南 ｸﾛｻﾜ ｺﾅﾝ 中学 VC FUKUOKA 福岡 0:53:50.480
2 5 佐藤健 ｻﾄｳ ｹﾝ 中学 飯塚日新館中学校 福岡 0:56:40.738
3 4 日野 泰静 ﾋﾉ ﾀｲｾｲ 中学 ボンシャンス 愛媛 0:58:29.074
4 6 吉岡 拓也 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 中学 バルバクラブ 福井 0:58:29.100
5 7 栗原 悠 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙｶ 中学 KIKUKA八輪会 熊本 0:58:32.129
6 1 村田 祐樹 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 中学 チームローマン 富山 1:00:32.972
7 2 伊藤 旭 ｲﾄｳ ｱｻﾋ 中学 TEAM Gamadas 熊本 1:05:37.322
8 9 三浦 匠 ﾐｳﾗ ﾀｸﾐ 中学 team BRANDEX 福岡 1:05:46.065
9 10 芳谷 聡真 ﾖｼﾔ ｿｳﾏ 中学 team BRANDEX 福岡 1:08:13.851

10 11 井上 了磨 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾏ 中学 team BRANDEX 福岡 1:11:49.759
11 3 小林 右京 ｺﾊﾞﾔｼ ｳｷｮｳ 中学 － 福岡 1:13:08.054
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選抜オープニングロードレース
＜ 菊鹿あんずの丘ステージ ＞中学生 



平成26年3月23日（日）　あんずの丘　08：30ｽﾀｰﾄ

順位 ＮＯ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾃｺﾞﾘｰ ﾁｰﾑ名 都道府県 TotalTm
1 20 藤田 健太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 高校 日大豊山 東京 0:53:38.034
2 47 上野 恭哉 ｳｴﾉ ｷｮｳﾔ 高校 祐誠高校 福岡 0:53:38.495
3 29 勝又 高陽 ｶﾂﾏﾀ ｺｳﾖｳ 高校 － 福岡 0:53:38.804
4 43 吉田 尚平 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 高校 八王子桑志高校 東京 0:53:38.919
5 28 曽我部 厚誠 ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾂﾉﾘ 高校 城東工科高等学校 大阪 0:53:40.055
6 56 宮園 翼 ﾐﾔｿﾞﾉ ﾂﾊﾞｻ 高校 南大隅高等学校 鹿児島 0:53:40.448
7 9 溝口 智貴 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 高校 北桑田高校 京都 0:53:40.505
8 34 天春 雄也 ｱﾏｶﾞｽ ﾕｳﾔ 高校 暁高等学校 三重 0:53:41.355
9 6 安田 開 ﾔｽﾀﾞ ｶｲ 高校 北桑田高校 京都 0:53:42.537

10 27 二神 誠一郎 ﾌﾀｶﾞﾐ ｾｲｲﾁﾛｳ 高校 松山工業高校 愛媛 0:53:44.482
11 4 冨田 雄介 ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ 高校 北桑田高校 京都 0:53:45.710
12 7 竹村 拓 ﾀｹﾑﾗ ﾀｸ 高校 北桑田高校 京都 0:53:51.099
13 5 村田 瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 高校 北桑田高校 京都 0:54:46.295
14 8 武田 悠佑 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高校 北桑田高校 京都 0:54:58.746
15 44 貝原 涼太 ｶｲﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 高校 祐誠高校 福岡 0:55:00.224
16 22 平﨑 雄也 ﾋﾗｻｷ ﾕｳﾔ 高校 日大豊山 東京 0:55:05.071
17 35 大橋 孝幸 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾕｷ 高校 水島工業高校 岡山 0:55:10.166
18 48 塚本 翼 ﾂｶﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 高校 八王子桑志高校 東京 0:55:47.975
19 25 金井 克磨 ｶﾅｲ ｶﾂﾏ 高校 静岡北高等学校 静岡 0:56:32.535
20 58 小川 恵司 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 高校 興國高等学校 大阪 0:56:42.302
21 10 早川 裕紀 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 高校 北桑田高校 京都 0:56:42.815
22 62 山本 修史 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 高校 松山工業 愛媛 0:56:45.360
23 17 江本 祐輝 ｴﾓﾄ ﾕｳｷ 高校 桜丘自転車部 愛知 0:56:46.852
24 18 岸 崇寛 ｷｼ ﾀｶﾋﾛ 高校 日大豊山 東京 0:57:45.463
25 11 湯浅 健生 ﾕｱｻ ﾀﾂｷ 高校 北桑田高校 京都 0:57:47.304
26 26 石川 聖也 ｲｼｶﾜ ｾｲﾔ 高校 星陵高校 静岡 0:57:50.366
27 45 橋本 陸 ﾊｼﾓﾄ ﾘｸ 高校 祐誠高校 福岡 0:57:51.203
28 31 嘉永 泰斗 ｶﾅｶﾞ ﾀｲﾄ 高校 九州学院高校 熊本 0:58:27.277
29 38 古森 隼 ﾌﾙﾓﾘ ｼﾞｭﾝ 高校 千原台 熊本 0:58:27.929
30 59 東野 誠覇 ﾋｶﾞｼﾉ ｾｲﾊ 高校 興國高等学校 大阪 0:58:39.251
31 24 牧田 賢也 ﾏｷﾀ ｹﾝﾔ 高校 白河実業 福島 0:59:10.844
32 55 有川 朗 ｱﾘｶﾜ ﾚﾝ 高校 南大隅高等学校 鹿児島 0:59:16.980
33 12 赤堀 健太 ｱｶﾎﾘ ｹﾝﾀ 高校 岐南工 岐阜 0:59:45.784
34 63 北村 翔太 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 高校 高知東工 高知 0:59:58.138
35 36 古川 智也 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ 高校 27大阪 大阪 1:00:01.441
36 15 山口 和也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 高校 青森山田 青森 1:00:01.988
37 49 大濵 光貴 ｵｵﾊﾏ ｺｳｷ 高校 北中城高校 沖縄 1:00:06.772
38 33 山崎 巧実 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ 高校 暁高等学校 三重 1:00:16.989
39 23 伊藤 近 ｲﾄｳ ﾁｶｼ 高校 平工業高校 福島 1:00:25.919
40 54 山田 貴之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 高校 八戸工業高校 青森 1:00:28.724
41 19 袖山 耕輔 ｿﾃﾞﾔﾏ ｺｳｽｹ 高校 日大豊山 東京 1:00:29.556
42 46 吉岡 泰樹 ﾖｼｵｶ ﾀｲｷ 高校 祐誠高校 福岡 1:00:29.623
43 32 佐藤 匡哉 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 高校 八戸工大一 青森 1:00:30.307
44 42 金子 征誉 ｶﾈｺ ﾏｻﾀｶ 高校 法政大学第二高等学校 神奈川 1:00:31.072
45 51 上原 祐真 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾏ 高校 北中城高校 沖縄 1:00:32.173
46 1 名和 知輝 ﾅﾜ ﾄﾓｷ 高校 愛工大名電 愛知 1:00:44.508
47 53 寺澤 慎司 ﾃﾗｻﾜ ｼﾝｼﾞ 高校 八戸工業高校 青森 1:01:05.314
48 39 松永 泰希 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｲｷ 高校 千原台 熊本 1:02:10.291
49 60 川端 悠太 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾀ 高校 都城工業 宮崎 1:02:10.791
50 21 秋山 慶樹 ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 高校 日大豊山 東京 1:02:16.104
51 40 大津 拓也 ｵｵﾂ ﾀｸﾔ 高校 千原台 熊本 1:02:23.537
52 64 山崎 一 ﾔﾏｻｷ ﾊｼﾞﾒ 高校 城東工科 大阪 1:04:09.494
53 66 西 寅太郎 ﾆｼ ﾄﾗﾀﾛｳ 高校 team BRANDEX 福岡 1:04:52.442
54 41 太田 尚希 ｵｵﾀ ﾅｵｷ 高校 千原台 熊本 1:04:52.832
55 52 松田 龍 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 高校 北中城高校 沖縄 1:04:54.323
56 16 宮崎 雄貴 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 高校 青森山田 青森 1:04:55.576
57 65 野原 彪 ﾉﾊﾗ ｱｷﾗ 高校 team BRANDEX 福岡 1:04:57.395
58 61 植村 風太 ｳｴﾑﾗ ﾌｳﾀ 高校 茨木工科高 大阪 1:05:16.714
59 3 直田 剛至 ｽｸﾞﾀ ﾂﾖｼ 高校 鴨沂高校 京都 1:07:18.048
60 30 姜 長宏 ｼｮｳ ﾁｮｳｺﾝ 高校 峡南高校 山梨 1:08:08.785
61 37 北澤 涼 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高校 出雲工 島根 1:08:17.737
62 2 濵田 勇希 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 高校 佐野工科 大阪 1:11:41.524

13 小池 匠 ｺｲｹ ﾀｸﾐ 高校 群馬県立前橋工業高等学校 群馬 DNS
14 竹井 彗 ﾀｹｲ ｻﾄｼ 高校 高松工芸 香川 DNS
50 渡名喜 守祐 ﾄﾅｷ ｼｭｳｽｹ 高校 北中城高校 沖縄 DNS
57 中村 伊吹 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 高校 南大隅高等学校 鹿児島 DNS
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選抜オープニングロードレース
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平成26年3月23日（日）　あんずの丘　08：30ｽﾀｰﾄ

順位 ＮＯ 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ ｶﾃｺﾞﾘｰ ﾁｰﾑ名 都道府県 TotalTm
1 9 澤池 陵二 ｻﾜﾁ ﾘｮｳｼﾞ 一般 ボンシャンス 長崎 0:53:37.718
2 2 白石 真悟 ｼﾗｲｼ ｼﾝｺﾞ 一般 シマノドリンキング 山口 0:53:38.189
3 17 西山 信広 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 一般 ファンサイクル 福岡 0:53:40.708
4 8 田 典幸 ﾀ ﾉﾘﾕｷ 一般 シエルヴォ奈良MIYATA-MERIDAサイクリングチーム 熊本 0:53:44.548
5 5 西村 和樹 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞｷ 一般 VC FUKUOKA 熊本 0:53:45.850
6 7 中原 裕章 ﾅｶﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 一般 チームGINRIN熊本 熊本 0:53:52.697
7 14 大堀 雅行 ｵｵﾎﾘ ﾏｻﾕｷ 一般 PURPLE MONKEY 熊本 0:55:05.250
8 20 永松 翼 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾂﾊﾞｻ 一般 駒沢大学 福岡 0:57:04.123
9 3 外村 貴司 ｿﾄﾑﾗ ﾀｶｼ 一般 チームGINRIN熊本 熊本 0:57:44.940

10 6 山下 辰徳 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾉﾘ 一般 TEAM　プロポスタ 熊本 0:57:46.293
11 16 下川 晋 ｼﾓｶﾞﾜ ｽｽﾑ 一般 久留米大学 福岡 0:59:09.839
12 13 藤原 大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲ 一般 team BRANDEX 福岡 0:59:11.663
13 15 前田 仁 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄｼ 一般 チームGINRIN熊本 熊本 1:02:08.560
14 1 角田 保治 ﾂﾉﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 一般 クラブ☆シルベスト 熊本 1:02:38.456
15 11 芳谷 忠治 ﾖｼﾔ ﾀﾀﾞﾊﾙ 一般 team BRANDEX 福岡 1:05:04.410
16 19 和田 徹也 ﾜﾀ ﾞ ﾃﾂﾔ 一般 タクリーノ・モンタナ 熊本 1:05:08.406
17 4 葛迫 健太 ｶﾂﾗｻﾞｺ ｹﾝﾀ 一般 シマノドリンキング 山口 1:05:53.370
18 12 藤倉 賢一郎 ﾌｼﾞｸﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 一般 team BRANDEX 福岡 1:11:14.583

10 久野 浩 ﾋｻﾉ ﾋﾛｼ 一般 team BRANDEX 福岡 DNF
18 津波古 和也 ﾂﾊｺ ｶｽﾞﾔ 一般 タクリーノ・モンタナ 熊本 DNS

全国高等学校選抜自転車競技大会ロードレース開催記念

選抜オープニングロードレース
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