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大会冠者紹介

高石 真五郎  氏

略 歴
現在の市原市生まれ慶應義塾大学法学部卒業後、大阪

毎日新聞社に外国通信部員として入社。社籍を置いた

まま英国留学、日露戦争開戦により、翌年末には大阪

毎日の特派員として活躍。

毎日新聞名誉顧問、昭和 36 年に最高顧問となり、日本

の言論界における重鎮として毎日新聞だけでなく新聞

界全体への提言を続けていたが、昭和 42 年２月に死去。

享年 88 歳。

新聞文化賞受賞。勲一等瑞宝章。なお逝去にあたり正三位勲一等旭日大綬章が追贈されている。

IOC 委員 として
JOC にとって、海外特派員としての長年の経験や交流関係を持つ高石氏は JOC にとっても欠

かせない存在で「東京五輪・札幌五輪」開催には大きな影響力を発揮した。

病床から「東京での開催を見るまで死ねない！」とアピールする。これに対し「ならば高石を

死なさないため東京開催に反対する」との IOC 委員からのユーモア発言も生まれたほど。

東京五輪開催時 IOC 会長秘書の機転で会長に代わりメダル授与役を務め、円谷幸吉に銅メダル

を掛けた。

また、ブランデージ会長が発した「高石への見舞いに札幌開催を」という言葉が札幌開催決定

に大きく影響することになった。

スポーツ振興 
高石は IOC 委員としての活動と共に日本国内のスポーツ振興にも力を入れ、日本アマチュア自

転車競技連盟（当時）の会長を務め、競輪を統括する日本自転車振興会の会長をも 6 年間務め、

当時相次ぐ事件で窮地に立たされていた競輪の存続に尽力した。ただし当時はスポーツのプロ・

アマ分離が厳しかったことから、日本自転車振興会の会長就任にあたっては IOC に対し職務の

説明を行ない IOC 委員としての活動も継続させていた。

高石杯
高石杯はスポーツ振興に貢献されて来られた高石氏より関東地域の自転車競技振興を願って

賜った杯です。当初は地域選手権として、地域ごとのチーム成績で杯を争奪する選手権でした

が現在は個人の高校生男子優勝選手に授与され、今回で４７回を数えます。本大会は同氏を広

く顕彰する大会であります。
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ご あいさつ

財団法人 日本自転車競技連盟
関東自転車競技連合

東京都自転車競技連盟

会　長　 橋 本 　 聖 子

　ここ健康保険組合大宮運動場において、本日、高石杯第４７回関東地域自転車道路競走大

会が開催されるにあたり、主催者、財団法人日本自転車競技連盟並びに関東自転車競技連合

を代表し、関東各都県そして山梨県、新潟県からそれぞれの地域から選抜されてお集まりに

なられた選手の皆さま、関係者の皆さまを心より歓迎申し上げます。選手の皆さまには、日

ごろの練習の成果を遺憾なく発揮されますようお祈り申し上げます。

　この大会は昭和１４年以来ＩＯＣ委員を務め、戦後の東京オリンピックや札幌オリンピッ

クの誘致につくしたほか自転車競技発展に貢献し文化功労者として表彰された高石真五郎先

生を顕彰する大会です。

　くしくも、２０２０年に東京オリンピック開催の誘致を目指しています。今大会に参加さ

れた選手の中からも、世界の舞台で活躍する選手が育っていくことを期待しています。

　結びに、本大会開催にあたり多大なるご支援とご尽力を賜りましたさいたま市、並びに埼

玉県自転車競技連盟および関係諸団体、役員の皆様に厚く御礼申し上げますとともに、大会

の成功と自転車競技の発展を祈念いたしまして挨拶といたします。

平成２５年２月３日
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歓 迎 の言 葉

一般社団法人 埼玉県自転車競技連盟

会　長　 新藤 　 享弘

　関東自転車競技連合の各都県から選抜された選手の皆さんをお迎えして、この健康保険組

合大宮運動場において、高石杯第４７回関東地域自転車道路競走大会が開催されますことは、

この大会を主管する当連盟の大きな喜びとするところであり、選手、役員、関係者の皆様を

心から歓迎申し上げます。

　この大会は、埼玉県、埼玉県教育委員会、（公財）埼玉県体育協会、さいたま市、さいたま

市教育委員会、毎日新聞社、（一社）競輪選手会埼玉支部、（社）埼玉観光国際協会、大塚製薬（株）、

（株）マトリックス、（株）ミヤタサイクル、PIAA（株）、エムエムプランニング（株）、埼玉ス

ポーツコミッション、東京健保組合大宮運動場、大宮運動場管理組合（株）、大宮運動場地主会、

さいたま農業協同組合、会場地域関係者のご支援とご協力により開催することが出来ました。

　各都県の期待を担った選手の皆様は日ごろ厳しい練習の成果を存分に発揮されますととも

に、大会を通じて多くの友情の輪を広げられますよう念願いたします。

　結びに、本大会開催に当たり多大なるご支援とご尽力を賜りました関係諸団体、役員の皆

様に心から感謝するとともに皆様の今後ますますのご発展を祈念いたしまして挨拶といたし

ます。

平成２５年２月３日
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歓 迎 の言 葉

さいたま市長

清水 　 勇人

　この度、さいたま市では初開催となる「高石杯第４７回関東地域自転車道路競走大会」が
関東自転車競技連合の各都県から選手・監督をお迎えして盛大に開催できますことは、この
上ない喜びであり、市民を代表して心から歓迎申し上げます。
　さいたま市では、本格的なスポーツコミッションとしては国内初となる「さいたまスポー
ツコミッション」を一昨年１０月に設立し、各種スポーツイベントの誘致・支援に努めてお
ります。スポーツコミッションの取り組みの柱のひとつとして、本市の有する自然や都市環
境を活用し、スポーツ施設を必要としないマラソンやウオーキングまたは自転車競技などを

「エコロジカルスポーツ」として位置づけ、積極的な大会誘致を図っているところであります。
この関東地域の自転車競技として歴史ある高石杯も「さいたまスポーツコミッション」が、
大会告知などの支援に携わらせていただき、さいたま市での開催を実現したところです。今
後も「さいたまスポーツコミッション」では自転車競技に注目し、大会の誘致及び支援を行っ
て参ります。
　さて、本市には２０００年以上の歴史を持つと言われる「武蔵一宮氷川神社」をはじめ、
年間１００万人以上の入館者を誇る「鉄道博物館」、世界で初の公立盆栽美術館となる「大宮
盆栽美術館」、国の伝統的工芸品に指定されている「岩槻人形」など、さまざまな観光スポッ
トがあります。
　また、食べ物では、浦和周辺が、うなぎの蒲焼発祥の地とも言われ、伝統の味を伝えるう
なぎ専門店が多く点在しておりますので是非お立ち寄りいただきたいと思います。
　結びに、本大会の開催にあたりご尽力を賜りました競技役員の皆様をはじめ、関係者の皆
様に心から感謝を申し上げますとともに、自転車競技の今後益々のご発展を祈念いたしまし
て歓迎の言葉といたします。

平成２５年２月３日
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実 施 要 項 
高石杯 第 47 回関東地域自転車道路競走大会実施要項 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

主催：㈶JCF・関東自転車競技連合 主管：(一社)埼玉県自転車競技連盟 
 

１． 主 催：㈶日本自転車競技連盟・関東自転車競技連合 
２． 主 管：(一社)埼玉県自転車競技連盟 
３． 後 援：埼玉県・埼玉県教育委員会・(公財)埼玉県体育協会・さいたま市・さいたま市教育委員会・ 

毎日新聞社・(一社)競輪選手会埼玉支部・(社)さいたま観光国際協会 
４． 協 賛：大塚製薬㈱・㈱マトリックス・エムエムプランニング㈱・㈱PIAA・㈱ミヤタサイクル 
５． 協 力：さいたまスポーツコミッション・東京健保組合大宮運動場・大宮運動場管理㈱ 

大宮運動場地主会・さいたま農業協同組合（JA さいたま） 
６． 実施期日：平成 25 年 2 月 3 日（日） 
７． 実施会場：さいたま市西区大宮けんぽグラウンド・特設 2.9km コース 
本大会会場での大会以外の事前試走および下見走行は行えない。これらの行為により大会の中止もあり得る。 
８． 競技種目：一般男子   ；予選 5 周、決勝 16 周クリテリウム・レース 

  高校生男子     ；予選 3 周、決勝 10 周クリテリウム・レース 
  女子 ；決勝 8 周クリテリウム・レース 

９． 競技日程： 
 7:00 運営役員受付    埼玉車連役員受付 クラブハウス前 
 7:50 競技役員受付  他県役員受付 クラブハウス 2F 
8:00 競技役員打合せ  会議室 クラブハウス 2F 

 8:00~8:30 参加選手受付 選手受付(License Control) グラウンド内受付テント 
 8:00~8:30 試走 フレームゼッケン装着車のみ 
 8:00～出走 10 分前 出走サイン  出走サインデスク 受付テント内 
 8:15 監督会議  会議室 クラブハウス 2F 
 8:40 開会式    受付テント前 
 9:10 ～ 予選 （高校男子） 3 周 (３ヒート) 
10;00 ～ 予選 （一般男子） 5 周 （２ヒート） 
11:15 ～ 女子 決勝 8 周 
12:30 ～ 高校生男子決勝  10 周 
13:25 ～ 一般男子決勝    16 周 
15:10 表彰式・閉会式  受付テント前 

１０． 参加資格：平成 24 年度 ㈶日本自転車競技連盟の登録競技者であって、本競技連合加盟の各都道府県 
自転車競技連盟推奨競技者、他自転車競技連盟が認めた登録競技者とする。 

１１． 競技方法： 
１）各種目予選・決勝ともマスド・スタートのクリテリウム・レースとする。 
２）各予選上位 20 名を選抜し決勝勝ち上がりとする。 

なお、各カテゴリーの参加人員により決勝進出人員は増減する事がある。 
３）毎周回入着順にスプリント・ポイントを下記の通り与える。 
４）スプリント・ポイントの合計により順位を決定する。 

なお、同点の場合はポイント周回での 1 位の回数が多い者とする。以下 2 位の入着数の多い者

を順に順位を決定する。さらに同位の場合最終周回の着順をもって順位を決定する。  
中間ポイントは、1 位 5Point、2 位 3Point、3 位 2Point、4 位 1Point を与える。 

５）その他別途大会特別規則は Communiqué 発表による。 
６）高校生男子の完走者全員に各競技終了後直ちにｷﾞｱｰ比検査を行う。 
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高石杯 第 47 回関東地域自転車道路競走大会実施要項 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

主催：㈶JCF・関東自転車競技連合 主管：(一社)埼玉県自転車競技連盟 
 

 
１２． 表 彰： 

１）高校生男子の優勝者に高石杯（持ち回り優勝杯）を授与する。 
２）高校生男子の 1 位～3 位の入賞者に賞状及び賞品を授与し表彰する 
３）高校生男子の 4 位～8 位の入賞者に賞状を授与する。 
４）一般男子および女子の 1 位～3 位の入賞者に賞状及び賞品を授与し表彰する。 
５）一般男子および女子の 4 位～8 位の入賞者に賞状を授与する。 
６）参加競技者全員に参加賞を授与する。 

１３． 競技規則：㈶日本自転車競技連盟の 2012 年度版競技規則および本大会特別規則による。 
１４． 参加申し込み方法：  

各都道府県自転車競技連盟あて、所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ県車連で一括し、 
(一社) 埼玉県自転車競技連盟事務局あて E-Mail にて申し込むものとする。 

１）申し込み先 ；E-Mail address  cycle310@galaxy.ocn.ne.jp FAX：048-871-9433 
２）申込 締切；平成 24 年 12 月 24 日必着 
３）参 加 料；一般男子¥4,000-、高校男子および女子¥3,000— 

納入された参加料金は理由の如何を問わず返金しない。 
４）送金方法； 郵便振替口座番号 ００５２０＝８＝６９４０７ 加入者名 埼玉車連   

通信欄に「高石杯」を必ず明記すること。 
５）参加差止め：参加希望者に何らかの問題があると判明した場合、大会事務局により参加の

差し止めを行う場合がある。 
６）不参加：理由なき不参加には参加料金と同額のペナルティを加盟連盟介し徴収する。

身体上の理由による場合、診断書を提出する事。  
ペナルティの支払い無き場合、翌年以降の本大会への参加を拒否すると共に Communiqué
にて公表する。 

１５． 参加留意事項： 
１）事前に各自スポーツ安全保険等に加入するほか、当日必ず健康保険証を持参すること。 
２）競技中の負傷疾病に係わる応急処置は現地で行うが、以降の処置・治療は本人の責任にて行う

事とする。 
３）参加者車両は所定の駐車場に駐車する事。車輛の移動は係員の指示に従って下さい。 
４）大会開催中の会場内における事故および盗難等は一切当事者責任とする。 
５）締め切り後の追加申込・変更・問合せは一切受け付けない。 
６）Communiqué は関東自転車競技連合と(一社)埼玉県自転車競技連盟 WEB Page および大会当

日に公表する。 
７）大会開催時に記録された映像・画像・音声等は一切の著作権は本大会が有する。 
８）会場内に持ち込んだものは全て持ち帰ること。（ゴミ等すべて） 
９）17:00 に大会会場は全面的に閉鎖施錠されますので、閉会式終了後 1 時間以内に退場する事。 
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１　名　誉　会　長
　埼玉県教育委員会教育長 前島　富雄
　公益財団法人埼玉県体育協会会長 上田　清司
２　会　　　　長
　財団法人日本自転車競技連盟会長／関東自転車競技連合会長／東京都自転車競技連盟会長　　　橋本　聖子
３　副 　 会 　 長
　財団法人日本自転車競技連盟副会長／関東自転車競技連合副会長／栃木自転車競技連盟理事長　大島　研一
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟会長 新藤　享弘
４　大会実行委員
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副会長 立川　研一
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副会長 亀田　博文
５　顧　　　　問
　埼玉県知事 上田　清司 神奈川県自転車競技連盟会長 鈴木　恒夫
　埼玉県議会議長 小島　信昭 千葉県自転車競技連盟会長 臼井　正人
　さいたま市長 清水　勇人 茨城県自転車競技連盟会長 葉梨　康弘
　埼玉県議会文教委員長 森田　俊和 栃木県自転車競技連盟会長 佐藤　栄一
　埼玉県教育委員会委員長 斎　　　之 群馬県自転車競技連盟会長 安類　隆治
　新潟県自転車競技連盟会長 大谷　良孝 山梨県自転車競技連盟会長 高野　　剛
６　参　　　　与
　さいたま市教育委員会教育長 桐淵　　博
　埼玉県教育局副教育長 三井　隆司
　埼玉県教育局教育総務部長 浅子　藤郎
　埼玉県教育局県立学校部長 細田　　宏
　埼玉県教育局市町村支援部長 大澤　利彦
　埼玉県教育局教育総務部副部長 柚木　　博
　埼玉県教育局県立学校部副部長 樋田　明男
　埼玉県教育局県立学校部副部長 平野　正美
　埼玉県教育局市町村支援部副部長 新井　　彰
　埼玉県教育局市町村支援部副部長 濱本　　一
　埼玉県教育局県立学校部参事兼保健体育課長 久保　正美
　埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課長 佐藤　裕之
　公益財団法人埼玉県体育協会副会長兼専務理事 三戸　一嘉
７　大 会 委 員 長
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟理事長 渡邊　　淳
８　大会副委員長
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副理事長 吉田　　正
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副理事長 岡田　文夫
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副理事長 初谷　幹夫
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副理事長 木村　光男
９　大 会 委 員
 関　　克則 井上　一也 駒崎　弘匡 西山　　宏 相坂　賢将 岩田　輝子 内田　健二 斎藤　明博 
 長谷川　真 加賀谷貴彦 安藤伊知郎 平野　雄三 安出川　透 木村　一郎 長島　秀人 山之内正隆 
 浅倉　直樹 相原　博和 荻原　篤大 坂田　直樹 佐藤　高志 小谷　和彦  惠賀　正治 宮野　和幸 
 真中　貢一 豊田　稔之 樫浦　岳人 遠井　　学 二見　　元 関根金次郎 青木　一郎 吉岡　由和 
 星野勝太郎 猪俣　紀良 沢田　　信 折本　裕樹 小野口裕朗 林　　　勝 森山　　信 保坂　晴稔 
 中村　賢二  藤原　盛一 藤田　照夫 吉田　武美 福島　治憲 山岸　國伸 山岸　健二 小林美奈子 
 服部　記義 番場　　誠 高橋　友彦 髙野　宗一 新井　理宰 中山　芳郎 新井　由郁 戸田　信治
 平尾　昭法 堀　　邦夫 吉田　成司 松沢　建二 倉上　友和 太田　真一

役 員 名 簿（順不同）
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競技役員

競技委員長 森尻　展充

審　判　長 藤原　盛一

副 審 判 長 平尾　昭法

移 動 審 判 新井　由郁　　石田　博英　　河合　和美　　頂　　裕之　　菅原　雄悟

立 哨 審 判 鈴木　通夫　　並木　守夫　　平林　克実　　辺見　栄一　　松尾　健作

 柳沢　瀧夫　　山端　則行　　服部　記義　　吉田　成司　　春原　善吉

決 勝 審 判 吉田　武美　　小野口智美

サインシート・決勝審判 清水　一孝　　安藤　照男

周回・打鐘 吉田　一美

通　　　告 須藤むつみ

記　　　録 高井　　潤

計時（LAP 管理） 山岸　健二　　野村　匡仁　　三浦　孝之　　堅尾　大司　　高岸洋次郎

招　集　員 倉上　友和　　髙橋　道夫　　野口　　勇

ライセンスコントロール  堀　　邦夫

出 発 合 図 十時正一郎

無 線 管 理 小野口裕朗

運営役員

大会委員長 渡邊　　淳

総務委員長 中山　芳郎

副総務委員長 木村　光男

総　　　務 松沢　建二　　斉藤　栄治　　杉谷　　聰

総務・賞典 杉山　一夫　　森山　　信

会計/役員受付 清水　洪作

役員受付・庶務 吉田　　正

救　　　護 番場　　誠　　看護師　１　　看護師　２

記録（画像） 加藤　　智

安 全 誘 導 遠藤　哲夫　　合津　勝義　　畠山　敬司　　熊谷　和文　　尾野　保夫

保　安　員 ㈱ BOA 保安員１　　㈱ BOA 保安員２

選手受付・賞典 戸田　信治　　福島　治憲　　武田　　稔　　吉田　久代

コース管理 斉藤　　実

競技／運営役員名簿
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　開会式　　 8：40 ～

１．役員・選手整列　

２．開会宣言 大会委員長 渡邊 　淳 一般社団法人埼玉県自転車競技連盟 理事長

３．あいさつ 大会会長 橋本 聖子 財団法人日本自転車競技連盟 会長

４．主管挨拶 大会副会長 新藤 享弘 一般社団法人埼玉県自転車競技連盟 会長

　　　　　　　　　　　　　　

５．来賓挨拶 ご来賓 清水 勇人 さいたま市 市長

６．来賓紹介 ご来賓各位

７．競技説明 大会審判長 藤原 盛一 一般社団法人埼玉県自転車競技連盟

８．競技開始

　表彰式・閉会式　　15：10 ～

1．役員・選手整列

2．表彰式開始通告 通　告

3．成績発表 総務委員長 中山 芳郎 一般社団法人埼玉県自転車競技連盟

4．表彰・商品授与

5．競技委員長講評　 競技委員長 森尻 展充 茨城県自転車競技連盟 事務局長

6．大会副会長挨拶　 大会副会長 新藤 享弘 一般社団法人埼玉県自転車競技連盟 会長

7．閉会の辞 大会委員長 渡邊 　淳 一般社団法人埼玉県自転車競技連盟 理事長

8．解　　散

開会式・閉会式 次第
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2011年11月6日（日）新潟県魚沼市五十沢地区特設コース

高校男子結果
順位 選手名 都県名 所属名

1 小林　泰正 群　馬 群馬県立高崎工業高等学校

2 小野寺　玲 栃　木 作新学院高等学校

3 片桐　善也 新　潟 新潟県立吉田高等学校

4 吉田　悠人 栃　木 作新学院高等学校

5 広瀬　　樹 神奈川 横浜高等学校

6 加藤　司馬 神奈川 横浜高等学校

7 浅井　　創 神奈川 法政大学付属第二高等学校

8 仲沢　優祐 山　梨 甲府工業高等学校

一般男子結果
順位 選手名 都県名 所属名

1 加地　邦彦 東　京 なるしまフレンド

2 遠藤　　優 千　葉 SFIDA Cycling Team

3 菅野　正明 東　京 Fuji-Cyclingtime.com.Japan

4 渡辺　祐樹 山　梨 Folzi:k

5 菅　　洋介 茨　城 GRUPPO ACQUA TAMA

6 水野　恭平 山　梨 Folzi:k

7 岩橋　　賦 東　京 チームCB+

8 西城　泰裕 東　京 なるしまフレンド

女子結果
順位 選手名 都県名 所属名

1 栁本　愛美 山　梨 山梨県立笛吹高等学校

2 赤塚友梨恵 埼　玉 Ready Go Japan

3 堀　友紀代 神奈川 Ready Go Japan

4 谷　伊央里 群　馬 前橋育英高等学校

5 水野　杏美 新　潟 新潟県立吉田高等学校

6 福田　礼佳 栃　木 作新学院高等学校

男子オープン
順位 選手名 都県名 所属名

1 小山　貴大 群　馬 EQADS

2 橋詰　　丈 東　京 EQADS

第46回高石杯関東地域自転車道路競走大会　成績表
第46回 高石杯 関東地域自転車道路競走大会 成績表



- 10 -

機材・装備の装着規定（図解）
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パワータグの取り扱い
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● 一般男子 65 名
申込都県 選手名 登録番号 所属名 予選1組 予選2組

東京 小林　　海 1101873 VAX RACING 19

東京 金井　誠人 0801061 明治大学 38

東京 中元寺琢磨 1201482 シクリスタ 14

東京 松尾　修作 0601614 VAX RACING 43

東京 中村　光晴 1200510 なるしまフレンド 16

東京 西海　純也 0501512 46

東京 川原健太郎 0800224 チーム・Y 6

東京 倉林　貴彦 0901777 なるしまフレンド 35

東京 山本　健一 9802325 なるしまフレンド 9

東京 加地　邦彦 0901780 なるしまフレンド 34

東京 二戸　康寛 9801161 なるしまフレンド 10

東京 秋和　　隆 1201481 54

東京 田崎　二郎 1101920 18

東京 松岡　　豪 9702863 Pinazou Test Team 51

東京 鈴木　成樹 9702800 京浜ピストクラブ 11

東京 浜頭　　恭 0100092 CIERVO NARA CYCLING TEAM 48

東京 岡田　修一 0700476 7

東京 松村　　悟 0701758 パインヒルズ'90 41

東京 勝川　真治 0801881 チーム CB ＋ 4

東京 小出　明男 0200124 synerzx 47

神奈川 福岡　　武 0901018 チーム・Ｙ 1

神奈川 宮舘栄三郎 1200084 竹芝サイクルレーシング 57

神奈川 小清水拓也 1001190 東海大学自転車部 31

神奈川 福田　健太 0601367 45

神奈川 三井　　至 1101648 東海大学 22

神奈川 香西　真介 1100038 チバポンズかわぐち農園 62

神奈川 石井　宏尚 1001238 東海大学自転車部 30

埼玉 山口　智也 0900750 Swacchi Test Team 37

埼玉 柳瀬　和浩 1100208 チバポンズ川口農園 24

埼玉 上村　立一 1100208 チバポンズ川口農園 61

埼玉 奈良　　浩 0100069 チバポンズ川口農園 8

埼玉 森田　雅士 0800820 立教大学自転車競技部 39

埼玉 高木三千成 0900655 立教大学自転車競技部 2

埼玉 須佐　浩二 0800456 Team FITTE 40

埼玉 内田　恭太 1001881 大福屋 26

埼玉 館野　泰崇 1200120 大福屋 55

埼玉 濱野　貞義 9700672 大福屋 12

参加者名簿
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申込都県 選手名 登録番号 所属名 予選1組 予選2組

埼玉 根岸　利安 1201772 52

埼玉 岩崎　基規 1100198 cycleclub3UP 25

埼玉 松村　新一 1001883 cycleclub3UP 63

埼玉 岩崎　知宏 1000553 BLAU BLITZEN 33

埼玉 福原　　大 0001698 Espérance Stage 49

千葉 小林　涼介 1101941 オッテｲモ 17

千葉 増田　輝之 0701060 FAST LANE Racing 42

千葉 飯嶋　　睦 1101715 Team 閃風脚 21

千葉 佐々木克剛 1200100 Team 閃風脚 56

千葉 大越　　健 0900240 千葉ﾎﾟﾝｽﾞ川口農園cyclowired 3

千葉 宗吉　貞幸 9900095 Swacchi Test Team 50

茨城 児玉　岳史 1001435 筑波大学サイクリング部 29

茨城 田中　将人 1101869 筑波大学サイクリング部 59

茨城 富田　涼平 1101872 筑波大学サイクリング部 20

茨城 阿久津　駿 1201727 筑波大学サイクリング部 53

茨城 岡　　泰誠 0800592 筑波大学サイクリング部 5

茨城 梶田　　歩 1101936 Pinazou Test Team 58

茨城 小林　正人 1001634 pinazou test team 27

茨城 伊藤　彰秀 1001594 Team ENERGY 65

栃木 阿部　耕一 1000909 OYAMA STARPLEX 32

栃木 福本　滝男 1001862 HONDA R&D 栃木 64

栃木 吉田　悠人 1001560 作新学院3年 28

新潟 佐柄　勝弘 0601459 湘南ベルマーレクラブ 44

新潟 遠藤　健太 1101584 チームフィンズ 23

東京 北野　普識 0901542 駒澤大学自転車部 36

東京 富家　悠太 1201534 駒澤大学自転車部 13

鳥取 高橋　圭佑 1101024 駒澤大学自転車部 60

福岡 永松　　翼 1201137 駒澤大学自転車部 15
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申込都県 選手名 登録番号 所属名 予選1組 予選2組 予選3組

東京 新村　拓也 1101042 日本大学豊山高校 1

東京 鈴木　誠人 1101043 日本大学豊山高校 35

東京 魚谷　優治 1101044 日本大学豊山高校 68

東京 塩見　拓也 1101279 日本大学豊山高校 2

東京 岸　　崇寛 1200921 日本大学豊山高校 36

東京 袖山　耕輔 1200922 日本大学豊山高校 69

東京 藤田健太郎 1200923 日本大学豊山高校 3

神奈川 加藤　雅之 1101084 法政大学第二高等学校 4

神奈川 岩上　　翼 1201395 法政大学第二高等学校 37

神奈川 鈴木　　良 1201454 法政大学第二高等学校 70

神奈川 井坂　龍司 1201465 法政大学第二高等学校 5

神奈川 中原　悠貴 1201394 法政大学第二高等学校 38

神奈川 稲村　将太 1201417 法政大学第二高等学校 71

神奈川 藤　　大夢 1201345 法政大学第二高等学校 6

埼玉 渡辺　優太 0901528 埼玉県立川越工業高等学校 7

埼玉 髙畑　和弘 1100671 埼玉県立川越工業高等学校 39

埼玉 助川翔太郎 1201070 埼玉県立川越工業高等学校 72

埼玉 山川　　貴 1201068 埼玉県立川越工業高等学校 8

埼玉 小田島龍也 1201069 埼玉県立川越工業高等学校 40

埼玉 新井　友曜 1201064 埼玉県立川越工業高等学校 73

埼玉 木村　優太 1201063 埼玉県立川越工業高等学校 74

埼玉 有山　誠昌 1000761 小松原高等学校自転車競技部 41

埼玉 小玉　勇一 1000766 小松原高等学校自転車競技部 75

埼玉 細谷　佳之 1101081 小松原高等学校自転車競技部 9

埼玉 西内　秀明 1200449 小松原高等学校自転車競技部 42

埼玉 阿部　晃希 1200447 小松原高等学校自転車競技部 76

埼玉 南　　朋弥 1200453 小松原高等学校自転車競技部 10

埼玉 髙橋　　翔 1100842 筑波大学附属坂戸高校 43

埼玉 渡邊　克哉 1100931 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 77

埼玉 石井　孝典 1201055 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 11

埼玉 猪狩　隆太 1201054 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 44

埼玉 松崎　朗宏 1201053 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 78

埼玉 三宅　智也 1201052 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 12

埼玉 輿石　　歩 1201051 埼玉県立鳩山高等学校自転車部 45

埼玉 藤田　一鷹 0900616 埼玉県立狭山工業高等学校 79

埼玉 塩田　航平 1100938 栄北高等学校 13

埼玉 佐藤　智紀 0901681 栄北高等学校 46

埼玉 渡辺　直哉 1100934 栄北高等学校 80

● 高校生男子 101 名
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申込都県 選手名 登録番号 所属名 予選1組 予選2組 予選3組

埼玉 河合　銀河 1100935 栄北高等学校 14

埼玉 早川　侑哉 1100936 栄北高等学校 47

埼玉 猿田　　匠 1001524 栄北高等学校 81

埼玉 倉田　俊宏 1201165 栄北高等学校 15

埼玉 近　　祐太 1201163 栄北高等学校 48

埼玉 和田　将人 1201167 栄北高等学校 82

埼玉 大塚　　諒 1201162 栄北高等学校 16

埼玉 野口　皓平 1201138 栄北高等学校 49

埼玉 藤本　晃汰 1201164 栄北高等学校 83

埼玉 宮下　　颯 1201169 栄北高等学校 84

埼玉 立石　滉人 1201166 栄北高等学校 50

埼玉 池西　拓海 1201436 栄北高等学校 85

埼玉 酒井　隼人 1201168 栄北高等学校 86

埼玉 佐藤　直樹 1100196 埼玉県立草加東高等学校 51

千葉 深野　翔太 1000524 拓殖大学紅陵高等学校 52

茨城 吉田　拓矢 1101020 茨城県立取手第一高等学校 17

茨城 岡田　隆矢 1101016 茨城県立取手第一高等学校 53

茨城 高野　　誠 1101019 茨城県立取手第一高等学校 87

茨城 木村　悠人 1101018 茨城県立取手第一高等学校 18

茨城 須貝　翔吾 1201179 茨城県立取手第一高等学校 54

茨城 直井　駿太 1201182 茨城県立取手第一高等学校 88

茨城 藤川　泰成 1201180 茨城県立取手第一高等学校 19

茨城 長塚　寿生 1001103 つくば秀英高等学校 55

栃木 小野寺　玲 1100355 作新学院高等学校 20

栃木 佐々木真吾 1100752 作新学院高等学校 56

栃木 早乙女貴英 1100751 作新学院高等学校 89

栃木 坂井　　洋 1100748 作新学院高等学校 21

栃木 小林　亮太 1100750 作新学院高等学校 57

栃木 中村　魁斗 1201591 作新学院高等学校 90

栃木 西村　大樹 1100980 真岡工業高等学校 22

栃木 石川　純己 1100979 真岡工業高等学校 58

栃木 阿部　航大 1201592 真岡工業高等学校 91

栃木 田崎　康平 1201595 真岡工業高等学校 23

栃木 入野　正明 1201594 真岡工業高等学校 59

栃木 高野　光伎 1201593 真岡工業高等学校 92

栃木 安達　隆己 1201596 真岡工業高等学校 24

栃木 町田　貴紀 1201597 真岡工業高等学校 60

群馬 小山　貴大 1000442 前橋育英高等学校 25



- 16 -

申込都県 選手名 登録番号 所属名 予選1組 予選2組 予選3組

群馬 半田　風雅 1200905 前橋育英高等学校 61

群馬 阿久津　幹 1100741 群馬県立前橋工業高等学校 93

群馬 齊藤　瞭汰 1200890 群馬県立前橋工業高等学校 26

群馬 岡島　拓海 1200871 群馬県立伊勢崎工業高等学校 62

群馬 犬塚　隆矢 1200872 群馬県立伊勢崎工業高等学校 94

群馬 大河　辰也 1200873 群馬県立伊勢崎工業高等学校 27

群馬 髙橋　拓己 1100738 群馬県立高崎工業高等学校 63

群馬 髙井　淳二 1200867 群馬県立高崎工業高等学校 95

山梨 深沢　　拓 1001030 甲府工業高等学校 28

山梨 仲沢　優祐 1001033 甲府工業高等学校 64

山梨 飯塚　竜也 1101157 甲府工業高等学校 96

山梨 高松　由晃 1101158 甲府工業高等学校 29

山梨 大久保賢人 1200957 甲府工業高等学校 65

山梨 石田　大貴 1200960 甲府工業高等学校 97

山梨 小澤　竜也 1200961 甲府工業高等学校 30

山梨 塩澤　一輝 1200962 甲府工業高等学校 66

山梨 星野　哲海 1200963 甲府工業高等学校 98

山梨 雨宮　耕基 1101155 山梨県立笛吹高等学校 31

山梨 原　威世樹 1101750 山梨県立笛吹高等学校 99

山梨 原　　正俊 1101154 山梨県立笛吹高等学校 100

山梨 竹下　祥生 1201265 山梨県立笛吹高等学校 32

新潟 森山　太一 1101201 新潟県立吉田高等学校 33

新潟 滝本　　圭 1101199 新潟県立吉田高等学校 67

新潟 吉川　　澄 1201218 新潟県立吉田高等学校 101

新潟 熊谷　雅之 1201211 新潟県立吉田高等学校 34

申込都県 選手名 登録番号 所属名 ゼッケン

埼玉 岡田　香織 0600277 1

茨城 大城　実結 1201724 筑波大学サイクリング部 2

茨城 草野　久美 1200373 Swacchi 3

茨城 春原　美季 1101021 茨城県立取手第一高等学校 4

群馬 谷　伊央里 1100743 前橋育英高等学校 5

群馬 藤井　彩瑛 1200870 群馬県立高崎工業高等学校 6

群馬 韮澤　彩花 1200869 群馬県立高崎工業高等学校 7

栃木 石塚　優里 1201588 作新学院高等学校 8

山梨 内藤ななみ 1200958 甲府工業高等学校 9

● 女子 9 名



- 17 -

ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

1 神奈川 福岡　　武 0901018 チーム・Ｙ

2 埼玉 高木三千成 0900655 立教大学自転車競技部

3 千葉 大越　　健 0900240 千葉ﾎﾟﾝｽﾞ川口農園cyclowired

4 東京 勝川　真治 0801881 チーム CB ＋

5 茨城 岡　　泰誠 0800592 筑波大学サイクリング部

6 東京 川原健太郎 0800224 チーム・Y

7 東京 岡田　修一 0700476

8 埼玉 奈良　　浩 0100069 チバポンズ川口農園

9 東京 山本　健一 9802325 なるしまフレンド

10 東京 二戸　康寛 9801161 なるしまフレンド

11 東京 鈴木　成樹 9702800 京浜ピストクラブ

12 埼玉 濱野　貞義 9700672 大福屋

13 東京 富家　悠太 1201534 駒澤大学自転車部

14 東京 中元寺琢磨 1201482 シクリスタ

15 福岡 永松　　翼 1201137 駒澤大学自転車部

16 東京 中村　光晴 1200510 なるしまフレンド

17 千葉 小林　涼介 1101941 オッテｲモ

18 東京 田崎　二郎 1101920

19 東京 小林　　海 1101873 VAX RACING

20 茨城 富田　涼平 1101872 筑波大学サイクリング部

21 千葉 飯嶋　　睦 1101715 Team 閃風脚

22 神奈川 三井　　至 1101648 東海大学

23 新潟 遠藤　健太 1101584 チームフィンズ

24 埼玉 柳瀬　和浩 1100208 チバポンズ川口農園

25 埼玉 岩崎　基規 1100198 cycleclub3UP

26 埼玉 内田　恭太 1001881 大福屋

27 茨城 小林　正人 1001634 pinazou test team

28 栃木 吉田　悠人 1001560 作新学院3年

29 茨城 児玉　岳史 1001435 筑波大学サイクリング部

30 神奈川 石井　宏尚 1001238 東海大学自転車部

31 神奈川 小清水拓也 1001190 東海大学自転車部

32 栃木 阿部　耕一 1000909 OYAMA STARPLEX

33 埼玉 岩崎　知宏 1000553 BLAU BLITZEN

一般男子＜予選１組＞ 33名 ５周 14.5km 上位20名決勝進出



- 18 -

ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

34 東京 加地　邦彦 0901780 なるしまフレンド

35 東京 倉林　貴彦 0901777 なるしまフレンド

36 東京 北野　普識 0901542 駒澤大学自転車部

37 埼玉 山口　智也 0900750 Swacchi Test Team

38 東京 金井　誠人 0801061 明治大学

39 埼玉 森田　雅士 0800820 立教大学自転車競技部

40 埼玉 須佐　浩二 0800456 Team FITTE

41 東京 松村　　悟 0701758 パインヒルズ'90

42 千葉 増田　輝之 0701060 FAST LANE Racing

43 東京 松尾　修作 0601614 VAX RACING

44 新潟 佐柄　勝弘 0601459 湘南ベルマーレクラブ

45 神奈川 福田　健太 0601367

46 東京 西海　純也 0501512

47 東京 小出　明男 0200124 synerzx

48 東京 浜頭　　恭 0100092 CIERVO NARA CYCLING TEAM

49 埼玉 福原　　大 0001698 Espérance Stage

50 千葉 宗吉　貞幸 9900095 Ｓwacchi  Ｔest  Ｔeam

51 東京 松岡　　豪 9702863 Pinazou Test Team

52 埼玉 根岸　利安 1201772

53 茨城 阿久津　駿 1201727 筑波大学サイクリング部

54 東京 秋和　　隆 1201481

55 埼玉 館野　泰崇 1200120 大福屋

56 千葉 佐々木克剛 1200100 Team 閃風脚

57 神奈川 宮舘栄三郎 1200084 竹芝サイクルレーシング

58 茨城 梶田　　歩 1101936 Pinazou Test Team

59 茨城 田中　将人 1101869 筑波大学サイクリング部

60 鳥取 高橋　圭佑 1101024 駒澤大学自転車部

61 埼玉 上村　立一 1100208 チバポンズ川口農園

62 神奈川 香西　真介 1100038 チバポンズかわぐち農園

63 埼玉 松村　新一 1001883 cycleclub3UP

64 栃木 福本　滝男 1001862 HONDA R&D 栃木

65 茨城 伊藤　彰秀 1001594 Team ENERGY

一般男子＜予選２組＞ 32名 ５周 14.5km 上位20名決勝進出
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ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

一般男子＜決勝＞ 40名 16周 46.4km



- 20 -

ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

1 東京 新村　拓也 1101042 日本大学豊山高校

2 東京 塩見　拓也 1101279 日本大学豊山高校

3 東京 藤田健太郎 1200923 日本大学豊山高校

4 神奈川 加藤　雅之 1101084 法政大学第二高等学校

5 神奈川 井坂　龍司 1201465 法政大学第二高等学校

6 神奈川 藤　　大夢 1201345 法政大学第二高等学校

7 埼玉 渡辺　優太 0901528 埼玉県立川越工業高等学校

8 埼玉 山川　　貴 1201068 埼玉県立川越工業高等学校

9 埼玉 細谷　佳之 1101081 小松原高等学校自転車競技部

10 埼玉 南　　朋弥 1200453 小松原高等学校自転車競技部

11 埼玉 石井　孝典 1201055 埼玉県立鳩山高等学校自転車部

12 埼玉 三宅　智也 1201052 埼玉県立鳩山高等学校自転車部

13 埼玉 塩田　航平 1100938 栄北高等学校

14 埼玉 河合　銀河 1100935 栄北高等学校

15 埼玉 倉田　俊宏 1201165 栄北高等学校

16 埼玉 大塚　　諒 1201162 栄北高等学校

17 茨城 吉田　拓矢 1101020 茨城県立取手第一高等学校

18 茨城 木村　悠人 1101018 茨城県立取手第一高等学校

19 茨城 藤川　泰成 1201180 茨城県立取手第一高等学校

20 栃木 小野寺　玲 1100355 作新学院高等学校

21 栃木 坂井　　洋 1100748 作新学院高等学校

22 栃木 西村　大樹 1100980 真岡工業高等学校

23 栃木 田崎　康平 1201595 真岡工業高等学校

24 栃木 安達　隆己 1201596 真岡工業高等学校

25 群馬 小山　貴大 1000442 前橋育英高等学校

26 群馬 齊藤　瞭汰 1200890 群馬県立前橋工業高等学校

27 群馬 大河　辰也 1200873 群馬県立伊勢崎工業高等学校

28 山梨 深沢　　拓 1001030 甲府工業高等学校

29 山梨 高松　由晃 1101158 甲府工業高等学校

30 山梨 小澤　竜也 1200961 甲府工業高等学校

31 山梨 雨宮　耕基 1101155 山梨県立笛吹高等学校

32 山梨 竹下　祥生 1201265 山梨県立笛吹高等学校

33 新潟 森山　太一 1101201 新潟県立吉田高等学校

34 新潟 熊谷　雅之 1201211 新潟県立吉田高等学校

高校生男子＜予選１組＞ 34名 ３周 8.7km 上位15名決勝進出



- 21 -

ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

35 東京 鈴木　誠人 1101043 日本大学豊山高校

36 東京 岸　　崇寛 1200921 日本大学豊山高校

37 神奈川 岩上　　翼 1201395 法政大学第二高等学校

38 神奈川 中原　悠貴 1201394 法政大学第二高等学校

39 埼玉 髙畑　和弘 1100671 埼玉県立川越工業高等学校

40 埼玉 小田島龍也 1201069 埼玉県立川越工業高等学校

41 埼玉 有山　誠昌 1000761 小松原高等学校自転車競技部

42 埼玉 西内　秀明 1200449 小松原高等学校自転車競技部

43 埼玉 髙橋　　翔 1100842 筑波大学附属坂戸高校

44 埼玉 猪狩　隆太 1201054 埼玉県立鳩山高等学校自転車部

45 埼玉 輿石　　歩 1201051 埼玉県立鳩山高等学校自転車部

46 埼玉 佐藤　智紀 0901681 栄北高等学校

47 埼玉 早川　侑哉 1100936 栄北高等学校

48 埼玉 近　　祐太 1201163 栄北高等学校

49 埼玉 野口　皓平 1201138 栄北高等学校

50 埼玉 立石　滉人 1201166 栄北高等学校

51 埼玉 佐藤　直樹 1100196 埼玉県立草加東高等学校

52 千葉 深野　翔太 1000524 拓殖大学紅陵高等学校

53 茨城 岡田　隆矢 1101016 茨城県立取手第一高等学校

54 茨城 須貝　翔吾 1201179 茨城県立取手第一高等学校

55 茨城 長塚　寿生 1001103 つくば秀英高等学校

56 栃木 佐々木真吾 1100752 作新学院高等学校

57 栃木 小林　亮太 1100750 作新学院高等学校

58 栃木 石川　純己 1100979 真岡工業高等学校

59 栃木 入野　正明 1201594 真岡工業高等学校

60 栃木 町田　貴紀 1201597 真岡工業高等学校

61 群馬 半田　風雅 1200905 前橋育英高等学校

62 群馬 岡島　拓海 1200871 群馬県立伊勢崎工業高等学校

63 群馬 髙橋　拓己 1100738 群馬県立高崎工業高等学校

64 山梨 仲沢　優祐 1001033 甲府工業高等学校

65 山梨 大久保賢人 1200957 甲府工業高等学校

66 山梨 塩澤　一輝 1200962 甲府工業高等学校

67 新潟 滝本　　圭 1101199 新潟県立吉田高等学校

高校生男子＜予選２組＞ 33名 ３周 8.7km 上位15名決勝進出



- 22 -

ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

68 東京 魚谷　優治 1101044 日本大学豊山高校

69 東京 袖山　耕輔 1200922 日本大学豊山高校

70 神奈川 鈴木　　良 1201454 法政大学第二高等学校

71 神奈川 稲村　将太 1201417 法政大学第二高等学校

72 埼玉 助川翔太郎 1201070 埼玉県立川越工業高等学校

73 埼玉 新井　友曜 1201064 埼玉県立川越工業高等学校

74 埼玉 木村　優太 1201063 埼玉県立川越工業高等学校

75 埼玉 小玉　勇一 1000766 小松原高等学校自転車競技部

76 埼玉 阿部　晃希 1200447 小松原高等学校自転車競技部

77 埼玉 渡邊　克哉 1100931 埼玉県立鳩山高等学校自転車部

78 埼玉 松崎　朗宏 1201053 埼玉県立鳩山高等学校自転車部

79 埼玉 藤田　一鷹 0900616 埼玉県立狭山工業高等学校

80 埼玉 渡辺　直哉 1100934 栄北高等学校

81 埼玉 猿田　　匠 1001524 栄北高等学校

82 埼玉 和田　将人 1201167 栄北高等学校

83 埼玉 藤本　晃汰 1201164 栄北高等学校

84 埼玉 宮下　　颯 1201169 栄北高等学校

85 埼玉 池西　拓海 1201436 栄北高等学校

86 埼玉 酒井　隼人 1201168 栄北高等学校

87 茨城 高野　　誠 1101019 茨城県立取手第一高等学校

88 茨城 直井　駿太 1201182 茨城県立取手第一高等学校

89 栃木 早乙女貴英 1100751 作新学院高等学校

90 栃木 中村　魁斗 1201591 作新学院高等学校

91 栃木 阿部　航大 1201592 真岡工業高等学校

92 栃木 高野　光伎 1201593 真岡工業高等学校

93 群馬 阿久津　幹 1100741 群馬県立前橋工業高等学校

94 群馬 犬塚　隆矢 1200872 群馬県立伊勢崎工業高等学校

95 群馬 髙井　淳二 1200867 群馬県立高崎工業高等学校

96 山梨 飯塚　竜也 1101157 甲府工業高等学校

97 山梨 石田　大貴 1200960 甲府工業高等学校

98 山梨 星野　哲海 1200963 甲府工業高等学校

99 山梨 原　威世樹 1101750 山梨県立笛吹高等学校

100 山梨 原　　正俊 1101154 山梨県立笛吹高等学校

101 新潟 吉川　　澄 1201218 新潟県立吉田高等学校

高校生男子＜予選３組＞ 34名 ３周 8.7km 上位15名決勝進出



- 23 -

ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

高校生男子＜決勝＞ 45名 10周 29.0km



- 24 -

ゼッケン 申込都県 選手名 登録番号 所属名 順位

1 埼玉 岡田　香織 0600277

2 茨城 大城　実結 1201724 筑波大学サイクリング部

3 茨城 草野　久美 1200373 Swacchi

4 茨城 春原　美季 1101021 茨城県立取手第一高等学校

5 群馬 谷　伊央里 1100743 前橋育英高等学校

6 群馬 藤井　彩瑛 1200870 群馬県立高崎工業高等学校

7 群馬 韮澤　彩花 1200869 群馬県立高崎工業高等学校

8 栃木 石塚　優里 1201588 作新学院高等学校

9 山梨 内藤ななみ 1200958 甲府工業高等学校

女子＜決勝＞ 9名 ８周 23.2km
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2013年2月3日（日）埼玉県さいたま市西区大宮けんぽグラウンド特設コース

[一般男子の部]

順位 選手名 都県名 所属名

1

2

3

4

5

6

7

8

[高校男子の部]

順位 選手名 都県名 所属名

1

2

3

4

5

6

7

8

[女子の部]

順位 選手名 都県名 所属名

1

2

3

4

5

6

7

8

高石杯第47回関東地域自転車道路競走大会　成績表
第47回 高石杯 関東地域自転車道路競走大会 成績表
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大会会場 詳細図



 
高石杯 第 47 回関東地域自転車道路競走大会実施要項  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
主催：㈶JCF・関東自転車競技連合  主管：(一社)埼玉県自転車競技連盟 

 

交 通 

● 電車・バスを利用の場合 
1) JR大宮駅下車 西武バス１番乗場（所要約２０分）  
所沢駅東口行き・馬宮団地行き -> 「運動場前」下車  
二ツ宮行き -> 「終点」下車徒歩５分  
2) 東武東上線上福岡駅東口下車 西武バス上福岡駅入口より（所要約２０分）  
大宮駅西口行き -> 「運動場前」下車 

● 自動車を利用の場合 
1) <R-１７> 新大宮バイパスの「三橋(３）」交差点を「所沢」方面へ。 
2)「水判土」で左方向「冶水橋」方面に向かう。 
3)「冶水橋」に上り、土手を過ぎた左側の「大会会場入り口看板」左折。 
  ※ 所沢方面からの右折入場はご遠慮下さい。 
● 会場住所 
〒331－0065 埼玉県さいたま市西区二ツ宮１１３－１  大宮健保グラウンド内 

 

大会会場への交通




