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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 北九州市・五木村 
後  援 スポーツ庁・NHK 福岡放送局・西日本新聞社・ 

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 
熊本県教育委員会・(公財)熊本県体育協会・熊本県高等学校体育連盟・熊本県自転車競技連盟 

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 Vittoria Japan・(株)ｵｰｼﾞｰｹｰｶﾌﾞﾄ・PEARL iZUMi・日本写真判定(株)・梅丹本舗・名鉄観光ｻｰﾋﾞｽ(株)熊本支店 

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 3 0 年 度 LINE@ID：

 

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 

 ３．3kmｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨﾃﾞｭｱﾙ･ﾊﾟｰｼｭｰﾄ予選

上位１,２位は決勝へ、３,４位は３-４位決定戦へ、５位以下はタイムにより順位を決定

52.2 大会新

51.9 大会新

51.6 大会新

51.1 大会新

50.9

50.7

50.7

50.6

50.5

50.4

50.3

50.3

50.2

50.2

49.9

49.7

49.6

49.5

49.0

48.9

48.7

48.5

48.5

48.2

48.1

47.6

47.5

46.9

46.4

愛知

29 272

順位 No. 　　選手氏名

分秒

谷口 翔太郎 / ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 1 千原台 熊本 3分52秒956

DNS 139 津田 悠義 / ﾂﾀﾞ ﾕｳｷﾞ 1 三好

RESULT

Finish
Time km/h学年 学校名

都道
府県

岐南工 岐阜 3分26秒8331 120 安達 光伸 / ｱﾀﾞﾁ ｺｳｼﾝ 2

京都 3分28秒0312 172 四宮 寛人 / ｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 2 北桑田

飯田風越 長野 3分29秒4203 166 山田 拓海 / ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 2

愛媛 3分31秒4804 247 北宅 柊麻 / ｷﾀﾔ ﾄｳﾏ 2 松山城南

南大隅 鹿児島 3分32秒1345 293 稲留 敦貴 / ｲﾅﾄﾞﾒ ｱﾂｷ 2

富山 3分32秒8466 150 中村 圭吾 / ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 2 氷見

平工 福島 3分33秒1117 40 芹澤 翔 / ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳ 2

神奈川 3分33秒4278 102 伊澤 将也 / ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 2 横浜

前橋工 群馬 3分33秒9529 55 北村 翔太 / ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 2

福岡 3分34秒33810 257 堀川 敬太郎 / ﾎﾘｶﾜ ｹｲﾀﾛｳ 2 祐誠

八戸工 青森 3分34秒84511 10 畑崎 大輝 / ﾊﾀｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 2

埼玉 3分34秒89112 69 川崎 三織 / ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 2 栄北

榛生昇陽 奈良 3分35秒05613 203 中西 壮二郎 / ﾅｶﾆｼ ｿｳｼﾞﾛｳ 2

岐阜 3分35秒15214 119 西澤 優聖 / ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 1 岐阜第一

八王子桑志 東京 3分36秒33515 94 留目 夕陽 / ﾄﾄﾞﾒ ﾕｳﾋ 1

宮崎 3分37秒39816 288 加藤 凱也 / ｶﾄｳ ｶﾞｲﾔ 2 都城工

倉吉北 鳥取 3分37秒64317 214 西條 玲緒 / ﾆｼｼﾞｮｳ ﾚｵ 2

岡山 3分38秒06218 224 柏野 健吾 / ｶｼﾉ ｹﾝｺﾞ 1 岡山工

慶応義塾 神奈川 3分40秒29419 107 川野 碧己 / ｶﾜﾉ ｱｵｷ 2

鳥取 3分40秒94220 211 菅原 太陽 / ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｲﾖｳ 2 倉吉総産

高知工 高知 3分41秒69921 253 濱田 和卓 / ﾊﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 2

熊本 3分42秒46822 279 安達 大晴 / ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 2 九州学院

2019/3/21 16:25

14 井上 徳紀 / ｲﾉｳｴ ﾖｼｷ 2 盛岡農 岩手 3分47秒330

85 大網 建人 / ｵｵｱﾐ ｹﾝﾄ 2 敬愛学園 千葉 3分50秒061

58

27

28

栃木 3分47秒031

25

26 48 秋澤 隼 / ｱｷｻﾞﾜ ｼｭﾝ 2

2 笛吹

23 36

作新学院

山梨 3分44秒200

邊見 竜馬 / ﾍﾝﾐ ﾘｭｳﾏ 2 学法石川 福島 3分42秒500

24 112 石部 嵐士 / ｲｼﾍﾞ ｱﾗｼ

金井 優樹 / ｶﾅｲ ﾕｳｷ 2 浦和北 埼玉 3分44秒697


