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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 48 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

公益財団法人 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

　　本年度もここ健康保険組合大宮運動場において、高石杯第４８回関東地域自転車道路競

走大会が開催されることを嬉しく思います。主催者、公益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、新潟県並びにそれぞれの地域か

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。

　昨年 9 月、２０２０年のオリンピック・パラリンピック東京大会開催が決定したことは既

にご存知かと存じます。今大会は、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尽力し、自転車競技発展に大きく貢献した文化功労者として

表彰された高石真五郎先生を顕彰する大会です。

　是非とも今大会に参加された選手の中から、２０２０年東京大会に於いて、世界の選手に

伍して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（一

社）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２６年２月２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、ここ健康保険組

合大宮運動場において、高石杯第４８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、埼玉スポー

ツコミッション、さいたま農業協同組合、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、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。

　各地より集い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。

　本年はさいたま市西区区政 10 周年を記念した「西来るフェスティバル」が同じこの東京健

保組合大宮運動場で開催されており多くの観客に見守られての大会となります。観客の多く

は子供達ですが、その中から今回、自転車の風を感じ、将来を担う五輪出場選手が生れて来

ることを想像してしまいます。

　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２６年２月２日
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歓 迎 の言 葉

さいたま市長

清水 　 勇人

　　はじめに、「高石杯第４８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されますことをお慶びいたしますとともに、
１２５万さいたま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、「さいたまスポーツコミッション」を設立し、スポーツの振興とともに、
スポーツを活用した地域経済の活性化などを図ることで「スポーツで日本一笑顔があふれる
まちづくり」を進めております。コミッション事業の柱のひとつとして、自然や都市環境を
活用し、スポーツ施設を使用しない自転車競技などを「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おり、本大会も「さいたまスポーツコミッション」が支援
させていただいております。
　昨年１０月には、ツール・ド・フランスの誘致にチャレンジし、日仏協同事業として「さ
いたまクリテリウムｂｙツールドフランス」を開催することができ、大会当日は２０万人に
も及ぶ大観衆やメディアが詰めかけるなど、フランスの感動と興奮をさいたま市から国内外
へ発信できたことは、極めて大きな意味を持つ大会であったと確信しております。これもひ
とえに日本自転車競技連盟をはじめ関東自転車競技連合、埼玉県自転車競技連盟のご支援・
ご協力の賜物であり、心より厚く御礼申し上げます。
　なお、「高石杯」大会当日は、さいたま市西区誕生記念「西来る（サイクル）フェスタ」を
同時開催させていただき、大会をさらに盛り上げてまいりますので、是非お立ち寄りいただ
きたいと思います。
　結びに、本大会の開催にご尽力いただきました、関係者の皆様に、深く感謝申し上げます
とともに、本大会のご成功を心からご祈念申し上げます。

平成２６年２月２日
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実 施 要 項
 

高石杯 第 48 回関東地域自転車道路競走大会実施要項  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
主催：(公財)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：(公財)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：(公財)JKA 
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）・㈱マトリックス 
６． 実施期日：平成 2６年 2 月 2 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 2.5 km 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４周、決勝４５分＋２周 クリテリウム・レース 

  高校生男子     ；予選３周、決勝３５分＋２周 クリテリウム・レース 
中学生男子 ：決勝３周クリテリウム・レース 

  女子 ；決勝３０分＋１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    会議室  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 

 7:30~8:30 参加選手受付 選手受付(License Control)  スタートライン付近受付テント 
 8:00~8:50 試走 フレームゼッケン装着車のみ 
 8:30～出走 10 分前 出走サイン  出走サインデスク   スタートライン付近 
 8:20～8:40 監督会議  会議室  クラブハウス 2F 
 9:20 ～ 予選 高校男子（勝ち上がり数は Communiqué による）  ３周 (３ヒート) 
10;45 ～ 予選 一般男子（勝ち上がり数は Communiqué による）   ４周 （２ヒート） 
11:40～11:55 開会式  受付テント前 
12:00 ～ 決勝  オープン女子    ３０分＋１周 
12:01 ～ 決勝  中学生男子  ３周 
12:45 ～ 決勝  高校生男子（４５名）  ３５分＋２周 
13:40 ～ 決勝  一般男子 （５０名）  ４５分＋２周 
15:10 表彰式・閉会式  受付テント前 

１０． 参加資格：平成 25 年度 (公財)日本自転車競技連盟の通年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。 
本自転車競技連合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） 決勝勝ち上がり数はエントリー終了後 Communiqué により発表とする。 

よって、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。 
３） 中学生・高校生男子の完走者全員に各競技終了後直ちにフィニッシュ地点近

くの検査場にて、ギアー比検査を行う。 
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高石杯 第 48 回関東地域自転車道路競走大会実施要項  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
主催：(公財)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・中学生および女子の 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・中学生および女子の 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。 
７）前年度の高校生男子の優勝者に開会式にて高石杯返還時にレプリカを授与する。 

１３． 競技規則：(公財)日本自転車競技連盟の 2013 年度版競技規則および本大会特別規則による。 
特別規則は Communiqué にて関東自転車競技連合および(一社)埼玉県自転車競技連盟

の WEB サイトにて発表とする。 
関東自転車競技連合 http://www.kanto-cc.org/ 
(一社)埼玉県自転車競技連盟 http://www.saitama-cf.com/ 

１４． 参加申し込み方法：  
登録都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各都県車連で

一括して申し込むものとする。 
１）申込 締切；平成２６年１月１５日(一社)埼玉県自転車競技連盟に都県車連より、必着 
２）参 加 料；一般男子¥5,000-、中学生・高校男子および女子¥4,000— 

納入された参加料金は理由の如何を問わず返金しない。 
３）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。 
４）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、診断書等を提出する事。  
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 関根　郁夫
　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　憲一
　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 敷田　博昭
　埼玉県議会議長 細田　德治 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 田村　琢実 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 千葉　照實 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 稲葉　康久
　埼玉県教育局副教育長 粟生田邦夫
　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 春山　賢男
　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 古川　治夫
　埼玉県教育局市町村支援部副部長 濱本　　一
　埼玉県教育局市町村支援部副部長 新井　　彰
　埼玉県教育局県立学校部参事兼保健体育課長 坂井　順司
　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
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副理事長 中山　芳郎
９　大 会 委 員
 関　　克則 西山　　宏 駒崎　弘匡 山田　健司     横瀬　元応 岩田　輝子 内田　健二 相坂　賢将
 大沢　正雄 柳川　典昭 安藤伊知郎 平野　雄三 浮ヶ谷守央 安出川　透 浅倉　直樹 豊田　稔之
 相原　博和 荻原　篤大 田代　正樹 神成ゆうこ 惠賀　正治 谷ヶ崎　仁 小茂田佳郁 鈴木　紀幸
     宮野　和幸 樫浦　岳人 遠井　　学 二見　　元 山之内正隆 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
 番場　　誠 高橋　友彦 高野　宗一 新井　理宰 戸田　信治 平尾　昭法 堀　　邦夫 松沢　建二
 倉上　友和 太田　真一  新井　由郁 武田　　稔 吉田　成司

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 清水　一孝

移 動 審 判 福田　俊彦　　杉谷　　聰　　斉藤　栄治　　三浦　孝之　　菅原　雄悟

立 哨 審 判 松沢　建二　　金澤　　亮　　山端　則之　　柳澤　龍夫　　福島　治憲

 平林　克実　　鮫島　康則　　島崎　　武　　小林　　昭　　藤田　照夫

 柳沢　瀧夫　　山端　則行　　鷺谷　直樹　　遠山　　馨　　中島　　透

決 勝 審 判 吉田　武美

サインシート・決勝審判 清水　一孝　　安藤　照男　　小野口智美

周回・打鐘 吉田　一美

通　　　告 須藤むつみ

記　　　録 高井　　潤　　白崎　啓太

計時（LAP 管理） 岡田　文夫　　長塚　一広　　堅尾　大司　　高岸洋次郎

招　集　員 杉山　一夫　　平尾　昭法　　倉上　友和

関　門　員 野口　　勇　　堀　　邦夫

ﾗｲｾﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾙ・関門・車検  堀　　邦夫　　中村　圭吾　　野口　　勇

出 発 合 図 小島　健裕

無 線 管 理 小野口裕朗

運営役員
大会副会長 大島　研一　　新藤　享弘

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

庶　　　務 亀田　博文　　立川　憲一

総務・賞典 杉山　一夫　　森山　　信

選手受付・賞典 鈴木　通夫　　佐藤　勝喜

会計・賞典 高橋　道夫

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

保　安　員 岡安　義則　　邉見　榮一　　斉藤　　実　　武田　　稔　　遠藤　哲夫

総　務　員 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　　林　　　勝　　森山　　信　　保坂　晴稔

 中村　賢二　　山岸　國伸　　山岸　健二　　小林美奈子　　高橋　友彦

　 高野　宗一　　新井　理宰　　戸田　信治　　太田　真一　　新井　由郁

 武田　　稔　　吉田　成司

競技／運営役員名簿
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　開会式　　 11：40 ～

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 大会副会長 大島 研一 公益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

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

 ご来賓 平田 崇浩 毎日新聞社 さいたま支局長

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・賞品授与 大会各委員

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

6．主催者挨拶　 大会副会長 大島 研一 公益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

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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第47回 高石杯 関東地域自転車道路競走大会 成績表

[一般男子の部]

順位 選手名 都県名 所属名

1 倉林　貴彦 東　京 なるしまフレンド

2 奈良　　浩 埼　玉 チバポンズ川口農園

3 吉田　悠人 栃　木 作新学院3年

4 北野　普識 東　京 駒澤大学自転車部

5 金井　誠人 東　京 明治大学

6 二戸　康寛 東　京 なるしまフレンド

7 岡　　泰誠 茨　城 筑波大学サイクリング部

8 松尾　修作 東　京 VAX RACING

[高校男子の部]

順位 選手名 都県名 所属名

1 塩田　航平 埼　玉 栄北高等学校

2 小山　貴大 群　馬 前橋育英高等学校

3 早川　侑哉 埼　玉 栄北高等学校

4 小野寺　玲 栃　木 作新学院高等学校

5 岡田　隆矢 茨　城 茨城県立取手第一高等学校

6 直井　駿太 茨　城 茨城県立取手第一高等学校

7 原　威世樹 山　梨 山梨県立笛吹高等学校

8 坂井　　洋 栃　木 作新学院高等学校

[女子の部]

順位 選手名 都県名 所属名

1 谷　伊央里 群　馬 前橋育英高等学校

2 春原　美季 茨　城 茨城県立取手第一高等学校

3 岡田　香織 埼　玉

4 大城　実結 茨　城 筑波大学サイクリング部

5 石塚　優里 栃　木 作新学院高等学校

6 後藤　晃子 山　梨 甲府工業高等学校

7 韮澤　彩花 群　馬 群馬県立高崎工業高等学校

8 藤井　彩瑛 群　馬 群馬県立高崎工業高等学校

高石杯第47回関東地域自転車道路競走大会　成績表
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
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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＜予選１組＞ 40名　 4周 10.0km 上位25名決勝進出

ｾﾞｯｹﾝ 申込都県 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

1 茨　城 児玉　岳史 ｺﾀﾞﾏ　ﾀｹｼ 08MU1001435 筑波大学サイクリング部

2 茨　城 竹田　大輔 ﾀｹﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 08MU1301692 筑波大学サイクリング部

3 栃　木 坂井　　洋 ｻｶｲ　ﾖｳ 09MU1100748 作新学院高等学校

4 栃　木 倉野　稔也 ｸﾗﾉ　ﾄｼﾔ 09MM1001682 NAMAZU PLUS TOCHIGI

5 栃　木 海老沼武志 ｴﾋﾞﾇﾏ　ﾀｹｼ 09ME1200344 OYAMA STARPLEX

6 栃　木 早川　祐司 ﾊﾔｶﾜ　ﾕｳｼﾞ 09MM1001679 TOKYO VENTOS

7 栃　木 小口　英之 ｺｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞﾕｷ 09MM9700503 リベルタスTBC

8 埼　玉 小室　雅成 ｺﾑﾛ　ﾏｻﾅﾘ 11MM0210018 ロヂャースレーシングチーム

9 埼　玉 上村　立一 ｳｴﾑﾗ　ﾘｭｳｲﾁ 11MM0501543 チバポンズかわぐち農園

10 埼　玉 塩田　航平 ｼｵﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 11MJ1100938 栄北高等学校

11 埼　玉 佐藤　直樹 ｻﾄｳ　ﾅｵｷ 11MU1100196 Maidservant Subject

12 埼　玉 川又　　直 ｶﾜﾏﾀ　ﾀﾀﾞｼ 21MM1300020 okamoto-condoms.com

13 埼　玉 上村　泰正 ｶﾐﾑﾗ　ﾔｽﾏｻ 35MM0000403 チーム サイクルプラス

14 埼　玉 森田　雅士 ﾓﾘﾀ　ﾏｻｼ 11MU0800820 立教大学自転車競技部

15 埼　玉 大平　泰裕 ｵｵﾋﾗ　ﾔｽﾋﾛ 11MM1200456 イナーメ信濃山形

16 埼　玉 須佐　浩二 ｽｻ　ｺｳｼﾞ 11MM0800456 Team FITTE

17 埼　玉 池田　茂樹 ｲｹﾀﾞ　ｼｹﾞｷ 11MM1201901 チーム・Y

18 千　葉 増田　輝之 ﾏｽﾀﾞ　ﾃﾙﾕｷ 12ME0701060 Esperance Stage /WAVE ONE 山口

19 東　京 山根　誠司 ﾔﾏﾈ　ｾｲｼﾞ 13ME1001661 Piano Piano

20 東　京 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ　ｱｷﾋﾛ 13ME9700988 イナーメ信濃山形

21 東　京 福山　碧斗 ﾌｸﾔﾏ　ｱｵﾄ 13MU1301739 東洋大学

22 東　京 高田　雄太 ﾀｶﾀﾞ　ﾕｳﾀ 13ME1000436

23 東　京 松村　　悟 ﾏﾂﾑﾗ　ｻﾄﾙ 13ME0701758 パインヒルズ '90

24 東　京 山口　博久 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾋﾛﾋｻ 13ME9702875 GRUPPO ACQUA TAMA

25 東　京 加地　邦彦 ｶｼﾞ　ｸﾆﾋｺ 13MM0901780 ロヂャースレーシングチーム

26 東　京 川原建太郎 ｶﾜﾊﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 13ME0800224 チーム・Y

27 東　京 佐々木貴則 ｻｻｷ　ﾀｶﾉﾘ 13MU1200528 東洋大学

28 東　京 倉林　貴彦 ｸﾗﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾋｺ 13ME0901777 なるしまフレンド

29 東　京 小畑　　郁 ｵﾊﾞﾀ　ｶｵﾙ 13MM9800459 なるしまフレンド

30 東　京 北野　普識 ｷﾀﾉ　ﾕｷﾉﾘ 13ME0901542 イナーメ信濃山形

31 東　京 渡邉　雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾕｳﾀ 13MU1300889 駒沢大学

32 東　京 宮田　　大 ﾐﾔﾀ　ﾀﾞｲ 13MB1001244 日本ろう自転車競技協会

33 神奈川 加藤　智信 ｶﾄｳ　ﾄﾓﾉﾌﾞ　 14MU1201157 慶應義塾體育會自転車競技倶楽部

34 神奈川 町田　　広 ﾏﾁﾀﾞ　ﾋﾛｼ 14ME9900998 GRUPPO ACQUA TAMA

35 神奈川 小清水拓也 ｺｼﾐｽﾞ　ﾀｸﾔ 14MU1300115 東京VENTOS

36 神奈川 朝比奈佑一 ｱｻﾋﾅ　ﾕｳｲﾁ 14MU1201377 慶應義塾大学自転車競技部

37 神奈川 池邉　　聖 ｲｹﾍﾞ　ｾｲ 14MU1301184 慶應義塾大学自転車競技部

38 神奈川 濱田　　博 ﾊﾏﾀﾞ　ﾋﾛｼ 14MM1200068 湘南ベルマーレ

39 山　梨 水野　恭兵 ﾐｽﾞﾉ　ｷｮｳﾍｲ 15ME0901489 CORSA YAMANASHI

40 山　梨 早坂　　貴 ﾊﾔｻｶ　ﾀｶｼ 15MU1200423 山梨学院大学
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一般男子＜予選２組＞ 39名　 4周 10.0km 上位25名決勝進出

ｾﾞｯｹﾝ 申込都県 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

41 茨　城 岡　　泰誠 ｵｶ　ﾔｽﾏｻ 08MU0800592 筑波大学サイクリング部

42 栃　木 佐々木真吾 ｻｻｷ　ｼﾝｺﾞ 09MJ1100752 作新学院高等学校

43 栃　木 阿部　耕一 ｱﾍﾞ　ｺｳｲﾁ 09MM1000909 OYAMA STARPLEX

44 栃　木 鈴木　慎吾 ｽｽﾞｷ　ｼﾝｺﾞ 09MM1300571 OYAMA STARPLEX

45 栃　木 大島　　繁 ｵｵｼﾏ　ｼｹﾞﾙ 09MM1000253 リベルタスTBC

46 栃　木 眞坂　哲平 ﾏｻｶ　ﾃｯﾍﾟｲ 09ME1100348

47 埼　玉 岩﨑　知宏 ｲﾜｻｷ　ﾄﾓﾋﾛ 09MU1300371 BLAU BLITZEN

48 埼　玉 高木三千成 ﾀｶｷﾞ　ﾐﾁﾅﾘ 11MU0900655 立教大学体育会自転車競技部

49 埼　玉 奈良　　浩 ﾅﾗ　ﾋﾛｼ 11MM0100069 なるしまフレンドレーシングチーム

50 埼　玉 布施　利実 ﾌｾ　ﾄｼﾐ 11MM1200454 TEAM SANREMO

51 埼　玉 早川　侑哉 ﾊﾔｶﾜ　ﾕｷﾔ 11MJ1100936 栄北高等学校

52 埼　玉 関谷　　聡 ｾｷﾔ　ｻﾄｼ 11MU1000052 Racing Cube

53 埼　玉 金子　　彰 ｶﾈｺ　ｱｷﾗ 35MM9702373 チーム サイクルプラス

54 埼　玉 菅原　勝良 ｽｶﾞﾜﾗ　ｶﾂﾖｼ 11MM9800412 ロヂャースレーシングチーム

55 埼　玉 金田　智行 ｶﾈﾀﾞ　ﾄﾓﾕｷ 11ME0210306 ロヂャースレーシングチーム

56 埼　玉 内田　恭太 ｳﾁﾀﾞ　ｷｮｳﾀ 11MM1001881

57 埼　玉 中村龍太郎 ﾅｶﾑﾗ　ﾘｭｳﾀﾛｳ 17ME0900955 イナーメ信濃山形

58 埼　玉 山本　篤史 ﾔﾏﾓﾄ　ｱﾂｼ 13ME1001662 チーム CB+

59 東　京 白鳥　興寛 ｼﾗﾄﾘ　ﾄﾓﾋﾛ 13ME1201898

60 東　京 西海　純也 ﾆｼｳﾐ　ｼﾞｭﾝﾔ 13MM0501512

61 東　京 丸　　志信 ﾏﾙ　ｼﾉﾌﾞ 13MU1301737 東洋大学

62 東　京 船山　　崇 ﾌﾅﾔﾏ　ﾀｶｼ 13MM0100833 GRUPPO ACQUA TAMA

63 東　京 岩﨑　　賦 ｲﾜﾊｼ　ﾐﾂｷﾞ 13MM9702143

64 東　京 上沼　　悟 ｶﾐﾇﾏ　ｻﾄﾙ 13MU1800237 VENTOS TOKYO

65 東　京 合田　正之 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ 13MM9700846 cycle club 3up

66 東　京 東　　智博 ﾋｶﾞｼ　ﾄﾓﾋﾛ 13MM1300268 MKⅢ

67 東　京 岩田　達弥 ｲﾜﾀ　ﾀﾂﾔ　 13MJ1300875 Maidservant Subject

68 東　京 安藤　光平 ｱﾝﾄﾞｳ　ｺｳﾍｲ 13MM0600619 ウォ-クライド・シクロアカデミア

69 東　京 山本　健一 ﾔﾏﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ 13ME0982325 なるしまフレンド

70 東　京 坂大　恵太 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ　ｹｲﾀ 13ME1100547 チーム オーベスト

71 東　京 尾崎　智隆 ｵｻﾞｷ　ﾄﾓﾀｶ 13MU1001354 駒沢大学

72 神奈川 林　　航平 ﾊﾔｼ　ｺｳｲﾍｲ 14MU0900951 TOKYO VENTOS

73 神奈川 山口　雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾀｶﾋﾛ 14MU1001190 Pinazou Test Team

74 神奈川 北見　　涼 ｷﾀﾉ　ﾘｮｳ 14MU1101261 慶應義塾大学自転車競技部

75 神奈川 小野健太郎 ｵﾉ　ｹﾝﾀﾛｳ 14MJ1301192 慶應義塾大学自転車競技部

76 神奈川 渡邊　　聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄﾙ 14MM0900524 なるしまフレンド

77 山　梨 岩波　信二 ｲﾜﾅﾐ　ｼﾝｼﾞ 15ME0600002 CORSA YAMANASHI

78 山　梨 小林　　哲 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾃﾂ 15MU1100588 山梨学院大学

79 新　潟 佐柄　勝弘 ｻｶﾞﾗ　ｶﾂﾋﾛ 16ME0601459 湘南ベルマーレクラブ
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一般男子＜決勝＞ 50名　 45分＋2周

ｾﾞｯｹﾝ 申込都県 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

1
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4

5

6

7

8

9
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高校生男子＜予選１組＞ 33名　 3周 7.5km 上位15名決勝進出

ｾﾞｯｹﾝ 申込連盟 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

1 茨　城 直井　駿太 ﾅｵｲ　ｼｭﾝﾀ 08MJ1201182 茨城県立取手第一高等学校

2 茨　城 飯島　隆暁 ｲｲｼﾞﾏ　ﾀｶﾄｷ 08MY1301033 茨城県立取手第一高等学校

3 栃　木 秋本耀太郎 ｱｷﾓﾄ　ﾖｳﾀﾛｳ 09MY1301166 作新学院高等学校

4 栃　木 小口　達矢 ｺｸﾞﾁ　ﾀﾂﾔ 09MY1301153 作新学院高等学校

5 栃　木 阿部　航大 ｱﾍﾞ　ｺｳﾀﾞｲ 09MJ1201592 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

6 栃　木 安達　隆己 ｱﾀﾞﾁ　ﾘｭｳｷ 09MJ1201594 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

7 栃　木 川上　祐平 ｶﾜｶﾐ　ﾕｳﾍｲ 09MY1301661 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

8 群　馬 犬塚　隆矢 ｲﾇﾂﾞｶ　ﾘｭｳﾔ 10MJ1200872 群馬県立伊勢崎工業高等学校

9 群　馬 平形　元治 ﾋﾗｶﾀ　ｹﾞﾝｼﾞ 10MY1300976 群馬県立長野原高等学校

10 群　馬 青木　武文 ｱｵｷ　ﾀｹﾌﾐ 10MY1300808 群馬県立高崎工業高等学校

11 群　馬 齊藤　瞭汰 ｻｲﾄｳ　ﾘｮｳﾀ 10MJ1200890 群馬県立前橋工業高等学校

12 群　馬 原澤　雅年 ﾊﾗｻﾜ　ﾏｻﾄｼ 10MJ1200907 前橋育英高等学校

13 埼　玉 木村隆之助 ｷﾑﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ 11MY1300969 埼玉県立浦和工業高等学校

14 埼　玉 酒井　隼斗 ｻｶｲ　ﾊﾔﾄ 11MJ1201168 栄北高等学校

15 埼　玉 野口　皓平 ﾉｸﾞﾁ　ｺｳﾍｲ 11MJ1201138 栄北高等学校

16 埼　玉 立石　滉人 ﾀﾃｲｼ　ﾋﾛﾄ 11MJ1201166 栄北高等学校

17 埼　玉 鴨澤　滉人 ｶﾓｻﾜ　ﾋﾛﾄ 11MY1300860 栄北高等学校

18 埼　玉 西内　秀明 ﾆｼｳﾁ　ﾋﾃﾞｱｷ 11MJ1200449 小松原高等学校

19 埼　玉 板山　風瑞 ｲﾀﾔﾏ　ｶｽﾞｲ 11MY1300691 小松原高等学校

20 埼　玉 小泉　智也 ｺｲｽﾞﾐ　ﾄﾓﾔ 11MY1301459 埼玉県立大宮工業高等学校

21 東　京 橋詰　　丈 ﾊｼﾂﾞﾒ　ｼﾞｮｳ 13MJ1001185 昭和第一学園高等学校

22 東　京 中村　圭佑 ﾅｶﾑﾗ　ｹｲｽｹ 13MY1301130 昭和第一学園高等学校

23 東　京 藤田健太郎 ﾌｼﾞﾀ　ｹﾝﾀﾛｳ 13MJ1200923 日本大学豊山中学校・豊山高等学校

24 東　京 新村　拓也 ｼﾝﾑﾗ　ﾀｸﾔ 13MJ1101042 日本大学豊山中学校・豊山高等学校

25 東　京 松野　泰樹 ﾏﾂﾉ　ﾔｽｷ 13MJ1200937 成城中学校・高等学校

26 神奈川 川島　綾太 ｶﾜｼﾏ　ﾘｮｳﾀ 14MJ1200183 神奈川県立氷取沢高等学校

27 神奈川 鈴木　　良 ｽｽﾞｷ　ﾘｮｳ 14MJ1201454 法政大学第二中・高等学校

28 神奈川 中原　悠貴 ﾅｶﾊﾗ　ﾕｳｷ 14MJ1201394 法政大学第二中・高等学校

29 神奈川 金子　征誉 ｶﾈｺ　ﾏｻﾀｶ 14MY1301254 法政大学第二中・高等学校

30 神奈川 槌田　拓海 ﾂﾁﾀﾞ　ﾀｸﾐ 14MJ1200489 横浜高等学校

31 神奈川 津田　大輔 ﾂﾀﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 14MY1301641 横浜高等学校

32 山　梨 森川　太壱 ﾓﾘｶﾜ　ﾀｲﾁ 15MJ1201266 山梨県立笛吹高等学校

33 山　梨 川野　　潤 ｶﾜﾉ　ｼﾞｭﾝ 15MY1301347 山梨県立甲府工業高等学校
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高校生男子＜予選２組＞ 32名　 3周 7.5km 上位15名決勝進出

ｾﾞｯｹﾝ 申込連盟 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

34 茨　城 吉田　昌司 ﾖｼﾀﾞ　ﾏｻｼ 08MY1301035 茨城県立つくば工科高等学校

35 栃　木 中村　魁斗 ﾅｶﾑﾗ　ｶｲﾄ 09MY1201591 作新学院高等学校

36 栃　木 小池　千啓 ｺｲｹ　ﾁｱｷ 09MY1301157 作新学院高等学校

37 栃　木 福富　雅也 ﾌｸﾄﾐ　ﾏｻﾔ 09MY1301160 作新学院高等学校

38 栃　木 町田　貴紀 ﾏﾁﾀﾞ　ﾀｶﾉﾘ 09MJ1201597 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

39 栃　木 髙野　光伎 ﾀｶﾉ　ﾐﾂｷ 09MJ1201593 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

40 栃　木 石原　悠希 ｲｼﾊﾗ　ﾕｳｷ 09MY1301663 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

41 群　馬 小山　貴大 ｺﾔﾏ　ﾀｶﾋﾛ 10MJ1000442 前橋育英高等学校

42 群　馬 髙橋　拓己 ﾀｶﾊｼ　ﾀｸﾐ 10MJ1100738 群馬県立高崎工業高等学校

43 群　馬 野村　憲秀 ﾉﾑﾗ　ｱｷﾋﾃﾞ 10MY1300811 群馬県立高崎工業高等学校

44 群　馬 石井　駿平 ｲｼｲ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 10MY1300673 群馬県立前橋工業高等学校

45 群　馬 半田　風雅 ﾊﾝﾀﾞ　ﾌｳｶﾞ 10MJ1200905 前橋育英高等学校

46 埼　玉 池西　拓海 ｲｹﾆｼ　ﾀｸﾐ 11MJ1201436 栄北高等学校

47 埼　玉 宮下　　颯 ﾐﾔｼﾀ　ﾊﾔﾃ 11MJ1201169 栄北高等学校

48 埼　玉 藤本　晃汰 ﾌｼﾞﾓﾄ　ｺｳﾀ 11MY1201164 栄北高等学校

49 埼　玉 野口　俊輔 ﾉｸﾞﾁ　ｼｭﾝｽｹ 11MY1300589 栄北高等学校

50 埼　玉 桑名　遼也 ｸﾜﾅ　ﾘｮｳﾔ 11MY1301023 栄北高等学校

51 埼　玉 阿部　晃希 ｱﾍﾞ　ｺｳｷ 11MJ1200447 小松原高等学校

52 埼　玉 橘田　和樹 ｷｯﾀ　ｶｽﾞｷ 11MY1000754 立教新座中学校・高等学校

53 埼　玉 石井　　司 ｲｼｲ　ﾂｶｻ 11MY1301730 埼玉県立大宮工業高等学校

54 東　京 古田　　潤 ﾌﾙﾀ　ｼﾞｭﾝ　 13MJ1201250 昭和第一学園高等学校

55 東　京 岸　　崇寛 ｷｼ　ﾀｶﾋﾛ 13MJ1200921 日本大学豊山中学校・豊山高等学校

56 東　京 秋山　慶樹 ｱｷﾔﾏ　ﾖｼｷ 13MJ1301311 日本大学豊山中学校・豊山高等学校

57 東　京 鈴木　誠人 ｽｽﾞｷ　ﾏｻﾄ 13MJ1101043 日本大学豊山中学校・豊山高等学校

58 東　京 青木　英光 ｱｵｷ　ﾋﾃﾞﾐﾂ 13MY1200933 成城中学校・高等学校

59 神奈川 藤　　大夢 ﾌｼﾞ　ﾋﾛﾑ 14MJ1201345 法政大学第二中・高等学校

60 神奈川 高津　暁生 ﾀｶﾂ　ｱｷｵ 14MJ1300188 法政大学第二中・高等学校

61 神奈川 中登　康介 ﾅｶﾄ　ｺｳｽｹ 14MY1301250 法政大学第二中・高等学校

62 神奈川 渡辺　　凌 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾘｮｳ 14MY1301252 法政大学第二中・高等学校

63 神奈川 木曾　裕貴 ｷｿ　ﾕｳｷ 14MY1300987 横浜高等学校

64 神奈川 野田　龍生 ﾉﾀﾞ　ﾘｭｳｾｲ 14MY1300655 横浜高等学校

65 山　梨 竹下　祥生 ﾀｹｼﾀ　ﾖｼｵ 15MJ1201265 山梨県立笛吹高等学校
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高校生男子＜予選３組＞ 32名　 3周 7.5km 上位15名決勝進出

ｾﾞｯｹﾝ 申込連盟 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

66 茨　城 須貝　翔吾 ｽｶﾞｲ　ｼｮｳｺﾞ 08MJ1201179 茨城県立取手第一高等学校

67 栃　木 上川　直紀 ｶﾐｶﾜ　ﾅｵｷ 09MJ1201590 作新学院高等学校

68 栃　木 小口　慎司 ｺｸﾞﾁ　ｼﾝｼﾞ 09MY1301622 作新学院高等学校

69 栃　木 堀川　拓海 ﾎﾘｶﾜ　ﾀｸﾐ 09MY1301154 作新学院高等学校

70 栃　木 入野　正明 ｲﾘﾉ　ﾏｻｱｷ 09MJ1201596 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

71 栃　木 田崎　康平 ﾀｻｷ　ｺｳﾍｲ 09MJ1201595 栃木県立真岡工業高等学校自転車競技部

72 群　馬 大河　辰也 ｵｵｶﾜ　ﾀﾂﾔ 10MJ1200873 群馬県立伊勢崎工業高等学校

73 群　馬 山中　智裕 ﾔﾏﾅｶ　ﾄﾓﾋﾛ 10MJ1301412 群馬県立前橋高等学校

74 群　馬 久保　徹浩 ｸﾎﾞ　ﾃﾂﾋﾛ 10MY1300809 群馬県立高崎工業高等学校

75 群　馬 山田　怜央 ﾔﾏﾀﾞ　ﾚｵ 10MY1300810 群馬県立高崎工業高等学校

76 群　馬 小池　　匠 ｺｲｹ　ﾀｸﾐ 10MY1300674 群馬県立前橋工業高等学校

77 埼　玉 川田　竜也 ｶﾜﾀﾞ　ﾀﾂﾔ 11MY1300971 埼玉県立浦和工業高等学校

78 埼　玉 倉田　俊宏 ｸﾗﾀ　ﾄｼﾋﾛ 11MY1201165 栄北高等学校

79 埼　玉 近　　祐太 ｺﾝ　ﾕｳﾀ 11MJ1201163 栄北高等学校

80 埼　玉 和田　将人 ﾜﾀﾞ　ﾏｻﾄ 11MJ1201167 栄北高等学校

81 埼　玉 藤田　周磨 ﾌｼﾞﾀ　ｼｭｳﾏ 11MY1300858 栄北高等学校

82 埼　玉 堀口　貴史 ﾎﾘｸﾞﾁ　ﾀｶﾌﾐ 11MY1301024 栄北高等学校

83 埼　玉 渡辺　直哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾅｵﾔ 11MJ1100934 栄北高等学校

84 埼　玉 南　　朋弥 ﾐﾅﾐ　ﾄﾓｷ 11MJ1200453 小松原高等学校

85 東　京 野中　秀樹 ﾉﾅｶ　ﾋﾃﾞｷ 13MJ1301936 私立足立学園高校

86 東　京 小松　正和 ｺﾏﾂ　ﾏｻｶｽﾞ 13MY1301129 昭和第一学園高等学校

87 東　京 袖山　耕輔 ｿﾃﾞﾔﾏ　ｺｳｽｹ 13MJ1200922 日本大学豊山中学校・豊山高等学校

88 東　京 平崎　雄也 ﾋﾗｻｷ　ﾕｳﾔ 13MJ1301310 日本大学豊山中学校・豊山高等学校

89 東　京 片山　滉介 ｶﾀﾔﾏ　ｺｳｽｹ 13MJ1200934 成城中学校・高等学校

90 東　京 鳴海　　颯 ﾅﾙﾐ　ｿｳ 13MY1200906 成城中学校・高等学校

91 神奈川 井坂　龍司 ｲｻｶ　ﾘｭｳｼﾞ 14MJ1201465 法政大学第二中・高等学校

92 神奈川 岩上　　翼 ｲﾜｶﾞﾐ　ﾂﾊﾞｻ 14MJ1201395 法政大学第二中・高等学校

93 神奈川 山名　功太 ﾔﾏﾅ　ｺｳﾀ 14MY1301251 法政大学第二中・高等学校

94 神奈川 藤田　真也 ﾌｼﾞﾀ　ﾏｻﾔ 14MJ1200488 横浜高等学校

95 神奈川 野崎　雄大 ﾉｻﾞｷ　ﾕｳﾀ 14MY1301401 横浜高等学校

96 神奈川 田野口翔一 ﾀﾉｸﾞﾁ　ｼｮｳｲﾁ 14MJ1201001 横浜高等学校

97 山　梨 武山　晃輔 ﾀｹﾔﾏ　ｺｳｽｹ 15MY1301346 山梨県立甲府工業高校
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高校生男子＜決勝＞ 45名　 35分＋2周

ｾﾞｯｹﾝ 申込都県 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位
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中学生男子＜決勝＞ 3名　 3周 7.5km

女子＜決勝＞ 15名　 30分＋1周

ｾﾞｯｹﾝ 申込都県 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

1 茨　城 多田れおん ﾀﾀﾞ　ﾚｵﾝ 08MY1301461 GROWING R/T

2 埼　玉 藤井　雅樹 ﾌｼﾞｲ　ﾏｻｷ 11MY1301701 伊奈町立南中学校

3 埼　玉 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾘｮｳ 11MY1301700

　

ｾﾞｯｹﾝ 申込連盟 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

1 栃　木 福田　礼佳 ﾌｸﾀﾞ　ｱﾔｶ 09FJ1101622 作新学院高等学校

2 栃　木 石塚　優里 ｲｼﾂﾞｶ　ﾕｳﾘ 09FY1201588 作新学院高等学校

3 群　馬 谷　伊央里 ﾀﾆ　ｲｵﾘ 10FJ1100743 前橋育英高等学校

4 群　馬 韮澤　彩花 ﾆﾗｻﾜ　ｱﾔｶ 10FJ1200869 群馬県立高崎工業高等学校

5 群　馬 小林　彩乃 ｺﾊﾞﾔｼ　ｱﾔﾉ 10FY1300675 群馬県立前橋工業高等学校

6 群　馬 西形　　舞 ﾆｼｶﾀ　ﾏｲ 10FJ1301063 群馬県立勢多農林高等学校

7 埼　玉 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ　ﾕﾒﾅ 11FY1101538 さいたま市立八王子中学校

8 埼　玉 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀ　ﾏﾘｱ 11FY1301930 川口市立川口東中学校

9 埼　玉 高橋　由圭 ﾀｶﾊｼ　ﾕｳｶ 11FU1301934 Ready Go JAPAN

10 埼　玉 赤塚友梨恵 ｱｶﾂｶ　ﾕﾘｴ 11FE1100207 Ready Go JAPAN

11 埼　玉 若松　陽子 ﾜｶﾏﾂ　ﾖｳｺ 11FE1301939 Ready Go JAPAN

12 埼　玉 伊藤　千紘 ｲﾄｳ　ﾁﾋﾛ 11FM1300073 Ready Go JAPAN

13 千　葉 斉藤　千夏 ｻｲﾄｳ　ﾁﾅﾂ 13MM1300549 Ready Go JAPAN

14 東　京 坂本　　咲 ｻｶﾓﾄ　ｻｷ 13FY1200522 東京都立美原高等学校

15 東　京 岩﨑　遥子 ｲﾜｻｷ　ﾀﾏｺ 13FJ1200932
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[高校生男子の部]
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8

[中学生男子の部]
順位 選手名 都県名 所属名

1

2
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[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48回関東地域自転車道路競走大会　成績表
2014年2月2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



大会会場 詳細図



大会会場への交通

 
高石杯 第 48 回関東地域自転車道路競走大会実施要項  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
主催：(公財)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 
〒 － 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
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