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主   催  (公財)日本自転車競技連盟・(公財)全国高等学校体育連盟 
共   催  熊本市・熊本市教育委員会・山鹿市・山鹿市教育委員会・久留米市・久留米市教育委員会 
後   援  スポーツ庁・NHK 熊本放送局・熊本日日新聞社・熊本県教育委員会・(公財)熊本県体育協会・熊本市体育協会 
        山鹿市体育協会・熊本県高等学校体育連盟・熊本県自転車競技連盟・久留米市体育協会・福岡県教育委員会 
        (公財)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 
主   管  (公財)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   

この大会は競輪の補助金を受けて実施します 

Sign              . 

＜熊本地震復興支援＞ 
平成 28 年度 第 40 回 

LINE@ID：@hdk3918d 
公式サイト http://www.hs-cycling.com 
 

(公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 

 
 

 
 
 

 
 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 備考
同点の場合は、

熊本 東京 奈良 岡山 山梨 大分 鹿児島 大分 上位入賞者の

九州学院 昭和一学園 榛生昇陽 岡山工 甲府工 日出総合 南大隅 別府商･別府翔青 多い学校を優位

23点 21点 18点 15点 15点 12点 11点 10点 とする

梶原 海斗 黒瀬 浩太郎 宇賀神 怜眞 水森 湧太 長田 龍拳 南 蓮 橋本 宇宙 平井 秋也
祐誠 崇徳 作新学院 昭和一学園 星陵 和歌山北 龍谷 伊豆総合
福岡 広島 栃木 東京 静岡 和歌山 佐賀 静岡

10 秒 860 11 秒 145 11 秒 385 11 秒 187 11 秒 686 11 秒 757 11 秒 700 11 秒 666 タイムは予選の記録

磯島 成介 武田 亮 晝田 宗一郎 山根 慶太 清水 大樹 石井 洋輝 芝田 順之介 枝村 弘樹
八戸工 昭和一学園 岡山工 倉吉西 横浜 白河実業 筑波大坂戸 都城工
青森 東京 岡山 鳥取 神奈川 福島 埼玉 宮崎

1分08秒274 1分08秒398 1分08秒961 1分09秒064 1分09秒231 1分09秒624 1分09秒786 1分09秒830
河野 翔輝 佐藤 健 松田 祥位 青木 瑞樹 角田 光 高木 渓一朗 塩崎 隼秀 枠元 一葵 1-4位のタイムは

榛生昇陽 九州学院 岐阜第一 倉吉西 白河実業 日出総合 松山城南 福井科技 順位決定戦の記
録

奈良 熊本 岐阜 鳥取 福島 大分 愛媛 福井 5-8位のタイムは

3分39秒501 3分41秒960 3分35秒911 3分46秒980 3分43秒371 3分43秒572 3分44秒137 3分44秒193 予選の記録

塩島 嵩一朗 田仲 駿太 川副 雷斗 松岡 琢海 伊藤 祐真 二宮 敦史 川元 蛍詩 蓮見 康平
南大隅 別府商･別府翔青 九州学院 倉吉総産 朝明 榛生昇陽 市立広島工 栄北
鹿児島 大分 熊本 鳥取 三重 奈良 広島 埼玉

岡村 郁弥 宮﨑 大空 西原 裕太郎 蠣崎 優仁 高橋 翼 松本 秀之介 矢光 孝輔 張野 幸聖
岡山工 開新 榛生昇陽 伊豆総合 大曲農 九州学院 甲府工 和歌山北
岡山 熊本 奈良 静岡 秋田 熊本 山梨 和歌山

10分34秒700 参考タイム

小林 右京 平安山 良希 依田 翔大 小笠原 匠海 片桐 東次郎 長松 空吾 山岸 大地 仮屋 和駿
日出総合 北中城 甲府工 八王子桑志 昭和一学園 別府商･別府翔青 保土ケ谷 和歌山北
大分 沖縄 山梨 東京 東京 大分 神奈川 和歌山 同点の場合は

17点 15点 14点 11点 10点 9点 9点 9点 着順により決定

山本 哲央 依田 翔大 伊藤 旭 片桐 東次郎 成海 大聖 岩瀬 照 塩島 嵩一朗 佐藤 健
韮崎 甲府工 九州学院 昭和一学園 普天間 吉田 南大隅 九州学院
山梨 山梨 熊本 東京 沖縄 新潟 鹿児島 熊本

2:04:45.5 2:05:15.8 2:05:16.4 2:05:16.6 2:05:16.6 2:05:19.5 2:05:19.6 2:05:19.6
同点の場合は、

長崎 鹿児島 福岡 熊本 神奈川 埼玉 愛知 埼玉 上位入賞者の

鹿町工 南大隅 祐誠 千原台 横浜創学館 浦和工 桜丘 川越工 多い学校を優位

29点 21点 18点 16点 14点 14点 11点 10点 とする

池上 あかり 松井 優佳 高橋 吹歌 石上 夢乃 高尾 貴美歌 新井 美菜 菅原 ななこ 太郎田 水桜 1-4位のタイムは

祐誠 南大隅 筑波大坂戸 横浜創学館 鹿町工 川越工 東北 東京成徳 順位決定戦の記
録

福岡 鹿児島 埼玉 神奈川 長崎 埼玉 宮城 東京 5-8位のタイムは

2分38秒229 2分44秒735 2分43秒607 2分44秒961 2分49秒859 2分50秒715 2分51秒799 2分53秒941 予選の記録

藤田 まりあ 岩元 杏奈 増田 夕華 布居 光 鈴木 樹里 山口 伊吹 堺 栞奈 野寺 梓
浦和工 都城工 岐阜第一 和歌山北 桜丘 鹿町工 祐誠 伊豆総合
埼玉 宮崎 岐阜 和歌山 愛知 長崎 福岡 静岡

38秒348 38秒841 38秒907 39秒010 39秒795 39秒852 40秒325 40秒349
中冨 尚子 松井 優佳 太郎田 水桜 高尾 貴美歌 小口 加奈絵 新井 美菜 池上 あかり 成海 綾香
千原台 南大隅 東京成徳 鹿町工 作新学院 川越工 祐誠 南大隅
熊本 鹿児島 東京 長崎 栃木 埼玉 福岡 鹿児島

9 分 16 秒 000 参考タイム

山口 伊吹 鈴木 樹里 野寺 梓 藤田 まりあ 布居 光 堺 栞奈 増田 夕華 三森 彩桜
鹿町工 桜丘 伊豆総合 浦和工 和歌山北 祐誠 岐阜第一 白河実業
長崎 愛知 静岡 埼玉 和歌山 福岡 岐阜 福島

石上 夢乃 中冨 尚子 成海 綾香 山口 伊吹 中川 由理 高尾 貴美歌 池上 あかり 下山 美寿々
横浜創学館 千原台 南大隅 鹿町工 川越工 鹿町工 祐誠 教大天王寺
神奈川 熊本 鹿児島 長崎 埼玉 長崎 福岡 大阪

1:02:15.3 1:02:15.5 1:02:17.1 1:02:19.2 1:02:19.7 1:02:28.2 1:02:31.6 1:03:08.5

　　種 目 別 競 技 成 績 一 覧 表

個人ロード・レース

学校対抗
（総合）

男
　
　
　
子

個人ロード・レース

女
　
　
　
子

ケイリン

スプリント

１Km
タイムトライアル

3km
インディヴィデュア

ル・
パーシュート

ケイリン

８km
スクラッチ

２４Km
ポイント・レース

学校対抗
（総合）

女子500m
タイムトライアル

女子2km
インディヴィデュア

ル・
パーシュート

6km
スクラッチ

	




