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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 49 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

　さいたま市の健康保険組合大宮運動場において、本年度も、高石杯第４9 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。主催者である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。

　今大会は、自転車競技発展に大きく貢献した文化功労者である高石真五郎先生のお名前を

顕彰した栄えある大会です。高石先生は IOC 委員としてもご活躍され、1964 年開催のオリン

ピック東京大会、1972 年開催の札幌大会の招致にも尽力されました。

　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、早くも 1 年以上が経

過いたしました。残された時間は、わずか 5 年余りです。競技者をはじめ、我々大会を運営

する者にとっても時間との闘いが始まっています。　

　今大会に集う多くの若人が世界に向かって飛躍することを期待し、さらに 2020 年の東京大

会においても活躍されることを祈っております。

　結びに、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、並びに関係

諸団体、（一社）埼玉県自転車競技連盟および、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２７年２月１５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、ここ東京健康保
険組合大宮運動場において、高石杯第４９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本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、( 公財 )JKA、（一社）競輪選手会埼玉支部、( 公財 ) 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 )、( 一社 ) 大宮運動場、会場地域関係者各位のご支援とご協力により開
催することが出来ました。
　今回、北は北海道、南は九州より選手も参加されると聞き及んでいます。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、この埼玉の地で多
くの友情の輪を広げられますよう念願いたします。
　今回ここに集った選手達は２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックでは選手とし
て活躍を期待できる年齢だと考えます。ここ大宮から五輪へ道は繋がっています、この機会
を有意義に競われその道を多くの選手たちが進まれることを期待します。
　昨年に引き続き、さいたま市西区の「西来るフェスティバル」が同じ東京健保組合大宮運
動場内で開催され、多くの観客に見守られての大会となります。今回も多くの子供達が、観
戦に来てくれます。その中からも本大会で感じた自転車の風を、将来につなげ、オリンピッ
ク選手がこの地から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歓迎の挨拶と
いたします。

平成２７年２月１５日
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歓 迎 の言 葉

さいたま市長

清水 　 勇人

　「高石杯第４９回関東地域自転車道路競走大会」がさいたま市において盛大に開催され
ますことをお慶びいたしますとともに、関東各地からお越しいただいた選手・関係者を、
１２６万さいたま市民を代表して心から歓迎申し上げます。
　本市では、「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
ツ施設を活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」が支援させて頂いてお
ります。
　また、昨年２回目の開催となりました「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム
Presented by ベルーナ」も、当コミッションの誘致大会で、サイクルファンはもとより、多
くの皆様に世界トップ選手による白熱したレースを楽しんでいただいております。
　これも偏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・ご協力を賜ったお陰であり、心より厚く御礼申し上げます。
　さて、「高石杯」大会当日におきましては、昨年に引き続き、本市西区役所主催の「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させていただきま
すので是非お立ち寄りいただけたら幸いでございます。
　また、本日参加される選手の皆様におかれましては、日頃の練習の成果を存分に発揮して
いただくとともに、集まった多くの仲間との絆を深めていただき、いつまでも記憶に残る素
晴らしい大会にしていただきますよう期待しております。
　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、深く敬意を表しますとと
もに、本大会のご成功並びに選手の皆様のご健闘を祈念申し上げましてご挨拶といたします。

平成２７年２月１５日
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実 施 要 項 
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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 福島　正道
　一般社団法人埼玉県自転車競技連盟副会長 渡邊　　淳
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 長峰　宏芳 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 岩崎　　宏 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 髙木　康夫 群馬県自転車競技連盟会長 林　　　勝
　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 粟生田邦夫
　埼玉県教育局教育総務部長 新井　　彰
　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 濱本　　一
　埼玉県教育局教育総務部副部長 塩野谷孝志
　埼玉県教育局県立学校部副部長 青木　勇藤
　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 安原　輝彦
　埼玉県教育局市町村支援部副部長 柚木　　博
　埼玉県教育局県立学校部参事兼保健体育課長 羽田　　聡
　埼玉県教育局市町村支援部スポーツ振興課長 古垣　　玲
　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 木村　光男
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 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 蓮見　　仁 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 板鼻　　昭 早川　誠司 森山　　信 
 矢島　幸一 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 藤原　盛一

審　判　長 森尻　展充（栃木）

副 審 判 長 吉田　武美

県外審判員 小野口裕明（栃木）  清水　一孝（群馬）  安藤　照男（山梨） 杉山　一夫（千葉）

 森谷　　均（茨城）  笹島　　司（茨城）  南野　道宏（茨城）小島　健裕（東京）

移 動 審 判 福田　俊彦　　三浦　孝之　　中島　　秀　　菅原　雄悟　　杉谷　　聰

 橋本　　剛

県内審判員 吉田　一美　　野口　　勇　　成塚　章二　　平尾　昭法　　鮫島　康則

 鈴木　通夫　　髙野　宗一　　平林　克実　　柳沢　瀧夫　　堀　　邦夫

 白﨑　啓太　　山端　則行　　湯目　信邦　　並木　守男　　神原　千秋

 相澤　康司　　小林　　昭　　松崎　幸司

電 子 計 時 野妻　直也　　田中　勇次

運営役員
大会副会長 新藤　享弘

実 行 委 員 福島　正道　　渡邊　　淳

大会委員長 木村　光男

総務委員長 中山　芳郎

総務・会計 高橋　道夫

総　務　員 吉田　　正　　山岸　國伸　　番場　　誠　　加藤　　智　　斉藤　　実

 斉藤　勝代　　斉藤　有次　　髙橋　京治　　島崎　　武　　番場　　誠

 福島　治憲　　邉見　榮一　　春原　善吉

救　　　護 中条　絹子（埼玉ナースセンター看護師）

※敬称略

競技／運営役員名簿
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　開会式　　 11：00 ～

１．役員・選手整列　

２．開会宣言 大会委員長 木村 光男 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 通　告

７．競技説明 大会審判長 森尻展充 栃木県自転車競技連盟

８．競技開始 決勝種目（女子オープン・中学生男子・高校生男子・一般男子）

　表彰式・閉会式　　14：45 ～

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 協賛各団体・大会各委員

5．競技委員長講評　競技委員長 藤原 盛一 一般社団法人埼玉県自転車競技連盟競技運営委員長

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 木村 光男 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48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 タイム

1 中村龍太郎 埼　玉 イナーメ信濃山形 48:57.705

2 小畑　　郁 東　京 なるしまフレンド 48:57.907

3 水野　恭兵 山　梨 CORSA YAMANASHI 48:58.918

4 北野　普識 東　京 イナーメ信濃山形 48:58.973

5 高岡　亮寛 東　京 イナーメ信濃山形　 48:59.144

6 岡　　泰誠 茨　城 筑波大学サイクリング部 48:59.149

7 小清水拓也 神奈川 東京VENTOS 48:59.730

8 金田　智行 埼　玉 ロヂャースレーシングチーム 49:00.158

[高校男子の部]
順位 選手名 都県名 所属名 タイム

1 中村　圭佑 東京 昭和第一学園高等学校 35:46.988

2 齊藤　瞭汰 群馬 群馬県立前橋工業高等学校 35:47.883

3 古田　　潤 東京 昭和第一学園高等学校 35:49.894

4 小松　正和 東京 昭和第一学園高等学校 35:50.286

5 中村　魁斗 栃木 作新学院高等学校 35:50.782

6 小山　貴大 群馬 前橋育英高等学校 35:51.126

7 須貝　翔吾 茨城 茨城県立取手第一高等学校 35:51.199

8 野口　皓平 埼玉 栄北高等学校 35:51.329

[中学生男子の部]
順位 選手名 都県名 所属名 タイム

1 藤井　雅樹 埼　玉 伊奈町立南中学校 12:36.938

2 中川　　涼 埼　玉 12:38.875

3 多田れおん 茨　城 GROWING R/T 12:41.918

[オープン女子の部]
順位 選手名 都県名 所属名 タイム

1 谷　伊央里 群　馬 前橋育英高等学校 33:26.235

2 細谷　夢菜 埼　玉 さいたま市立八王子中学 33:26.683

3 坂本　　咲 東　京 東京都立美原高等学校 34:15.174

4 西形　　舞 群　馬 群馬県立勢多農林高等学 34:15.546

5 斉藤　千夏 千　葉 Ready Go JAPAN 34:15.921

6 赤塚友梨恵 埼　玉 Ready Go JAPAN 34:16.237

7 高橋　由圭 埼　玉 Ready Go JAPAN 34:16.404

8 若松　陽子 埼　玉 Ready Go JAPAN 34:18.645

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
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機材・装備の装着規定（図解）

2

フレームの「左側」に取付ける
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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＞ 48名　 5周 14.5km 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 順位

1 埼　玉 植田　春樹 ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙｷ 11ME1400191 コムリン

2 埼　玉 高木三千成 ﾀｶｷﾞ　ﾐﾁﾅﾘ 11MU0900655 立教大学自転車競技部

3 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

4 埼　玉 佐藤　秀和 ｻﾄｳ　ﾋﾃﾞｶｽﾞ 11MM1300024 サイクルフリーダムレーシング

5 埼　玉 高橋　　誠 ﾀｶﾊｼ　ﾏｺﾄ 11MM0901763 イナーメ信濃山形

6 埼　玉 小室　雅成 ｺﾑﾛ　ﾏｻﾅﾘ 11MM0210018 Team WALKRIDE

7 埼　玉 塩田　航平 ｼｵﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 11MU1100938 早稲田大学自転車部

8 山　梨 水野　恭平 ﾐｽﾞﾉ　ｷｮｳﾍｲ 15ME0901489 KINAN CYCLING TEAM

9 埼　玉 大村　　寛 ｵｵﾑﾗ　ﾕﾀｶ 46ME0101205 Lemonade Bellmare Racing Team

10 埼　玉 菅原　勝良 ｽｶﾞﾜﾗ　ｶﾂﾖｼ 11MM9800412 川口市自転車競技連盟

11 埼　玉 富元　久雄 ﾄﾐﾓﾄ　ﾋｻｵ 11ME1402160 Honda栃木

12 埼　玉 桜庭　秀司 ｻｸﾗﾊﾞ　ｼｭｳｼﾞ 11MM1200118 チーム・Ｙ

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

14 栃　木 水間　　健 ﾐｽﾞﾏ　ﾀｹｼ 09ME0901551 HONDA栃木

15 栃　木 大橋　聖二 ｵｵﾊｼ　ｾｲｼﾞ 09MM1001778 HONDA栃木

16 栃　木 倉野　稔也 ｸﾗﾉ　ﾄｼﾔ 09MM1001682 RIDE FREAKS

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

18 栃　木 大島　　繁 ｵｵｼﾏ　ｼｹﾞﾙ 09MM1000253 LIBERTAS TBC

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

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

21 茨　城 大津　将史 ｵｵﾂ　ﾏｻｼ 08ME1101449 Unity

22 茨　城 米内　蒼馬 ﾖﾅｲ　ｿｳﾏ 08ME0800223 TOKYO VENTOS

23 群　馬 中里　　仁 ﾅｶｻﾞﾄ　ﾏｻﾙ 10MU0600361 Lemonade Bellmare Racing Team

24 神奈川 石井　祥平 ｲｼｲ　ｼｮｳﾍｲ 14MU1000463

25 神奈川 金子　智哉 ｶﾈｺ　ﾄﾓﾔ 14MU1301364 早稲田大学

26 神奈川 朝比奈佑一 ｱｻﾋﾅ　ﾕｳｲﾁ 14MU1201377 慶應義塾大学體育会自転車競技部

27 神奈川 畑　　頌聡 ﾊﾀ　ﾂｸﾞﾄｼ 14MJ1101756 慶應義塾大学體育会自転車競技部

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

29 神奈川 東　　　修 ﾋｶﾞｼ　ｵｻﾑ 14MM1100575 竹芝サイクルレーシング

30 神奈川 山本　雅道 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏｻﾐﾁ 14MM9701052 神奈川県

31 東　京 岡田　修一 ｵｶﾀﾞｼｭｳｲﾁ 13MM0700476 MORNING STAR

32 東　京 宮澤　崇史 ﾐﾔｻﾞﾜﾀｶｼ 17MP9701240 Lemonade Bellmare racing team

33 東　京 生駒　亮汰 ｲｺﾏ　ﾘｮｳﾀ 13MU1401399 東京大学自転車部競技班

34 東　京 倉林　貴彦 ｸﾗﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾋｺ 13MM0901777 なるしまフレンドレーシングチーム

35 東　京 梅野　優哉 ｳﾒﾉ　ﾏｻﾔ 13MM0901784 ケイドサイクリングクラブ

36 東　京 林　　航平 ﾊﾔｼ　ｺｳﾍｲ 13MU0900951 Lemonade Bellmare racing team

37 東　京 林　　　瞭 ﾊﾔｼ　ﾘｮｳ 13MU1201843 東京大学自転車部競技班

38 東　京 高岡　亮寛 ﾀｶｵｶ　ｱｷﾋﾛ 13MM9700988 イナーメ信濃山形

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

40 東　京 秋山　悟郎 ｱｷﾔﾏ　ｺﾞﾛｳ 13ME0900461 GRUPPO ACQUA TAMA

41 東　京 加地　邦彦 ｶｼﾞｸﾆﾋｺ 13ME0901780 Lemonade Bellmare Racing Team

42 東　京 三宅　大行 ﾐﾔｹ　ﾀﾞｲｺｳ 13ME1001761 Beach Racing

43 東　京 小畑　　郁 ｵﾊﾞﾀ　ｶｵﾙ 13MM9800459 なるしまフレンドレーシングチーム

44 東　京 足立　一真 ｱﾀﾞﾁ　ｶｽﾞﾏ 13MU0901646 早稲田大学

45 東　京 合田　正之 ｺﾞｳﾀﾞ　ﾏｻﾕｷ 13MM9700846 GRUPPO ACQUA TAMA

46 千　葉 宗吉　貞幸 ﾑﾈﾖｼ　ｻﾀﾞﾕｷ 12MM9900095 Sｗacchi Test Team

47 千　葉 石橋　利晃 ｲｼﾊﾞｼ　ﾄｼｱｷ 12ME1300216 WANGAN Cycling United

48 千　葉 岩佐　昭一 ｲﾜｻ　ｼｮｳｲﾁ 12ME1300237 サイクルフリーダムレーシング
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一般男子＜予選２組＞ 48名　 5周 14.5km 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 順位

49 埼　玉 木下　翔平 ｷﾉｼﾀ　ｼｮｳﾍｲ 11ME1400139 コムリン

50 新　潟 川又　　直 ｶﾜﾏﾀ　ﾀﾀﾞｼ 21MM1300020 Pinazou Test Team

51 埼　玉 飛田　俊彦 ﾄﾋﾞﾀ　ﾄｼﾋｺ 11MM0901783 サイクルクラブ3UP

52 埼　玉 千葉　大基 ﾁﾊﾞ　ﾏｻﾓﾄ 11MM9901684 Link TOHOKU

53 埼　玉 早川　侑哉 ﾊﾔｶﾜ　ﾕｷﾔ 11MJ1100936 中央大学

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

55 埼　玉 相川　茂徳 ｱｲｶﾜ　ｼｹﾞﾉﾘ 11MM9700576

56 埼　玉 佐野　千尋 ｻﾉ　ﾁﾋﾛ 01ME1101679 サイクルフリーダム・レーシング

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

58 埼　玉 鈴木　克明 ｽｽﾞｷ　ｶﾂｱｷ 11MM1201601 チーム・Ｙ

59 埼　玉 才田　直人 サイタ　ナオト 04ME0801747 Lemonade Bellmare Racing Team

60 栃　木 向田　潤一 ﾑｶﾀﾞ　ｼﾞｭﾝｲﾁ 09MM1001726 ﾌﾞﾗｳ･ﾌﾞﾘｯﾂｪﾝ

61 栃　木 福本　滝男 ﾌｸﾓﾄ　ﾀｷｵ 09ME1001862 HONDA栃木

62 栃　木 河合　貴明 ｶﾜｲ　ﾀｶｱｷ 09ME1300346 HONDA栃木

63 栃　木 山口恒太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ　ｺｳﾀﾛｳ 09MM1001677 HONDA栃木

64 栃　木 山中　弘明 ﾔﾏﾅｶ　ﾋﾛｱｷ 09MM1300671 NAMAZU PLUS TOCHIGI

65 栃　木 海老沼武志 ｴﾋﾞﾇﾏ　ﾀｹｼ 09MM1200344 OYAMA STARPLEX

66 栃　木 小口　英之 ｺｸﾞﾁ　ﾋﾃﾞﾕｷ 09MM9700503 LIBERTAS TBC

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

68 茨　城 小林　正人 ｺﾊﾞﾔｼ　ﾏｻﾄ 08MM1001634 Unity

69 茨　城 大平　哲也 ｵｵﾀﾞｲﾗﾃﾂﾔ 08MU1401943 筑波大学サイクリング部

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

71 神奈川 山藤　祐輔 ｻﾞﾝﾄｳ　ﾕｳｽｹ 14MU1400170 なるしまフレンドﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

72 神奈川 伊藤　晋一 ｲﾄｳ　ｼﾝｲﾁ 14MM1001777 G.S.POSITIVO

73 神奈川 池邊　　聖 ｲｹﾍﾞ　ｾｲ 14MU1301184 慶應義塾大学體育会自転車競技部

74 神奈川 加藤　智信 ｶﾄｳ　ﾄﾓﾉﾌﾞ 14MU1201157 慶應義塾大学體育会自転車競技部

75 神奈川 平井　誠之 ﾋﾗｲ　ﾀｶﾕｷ 14MJ1401692 慶應義塾大学體育会自転車競技部

76 神奈川 豊島　正司 ﾄﾖｼﾏ　ﾏｻｼ 14MM1200105 FARs YOKOHAMA

77 神奈川 風間　博之 ｶｻﾞﾏ　ﾋﾛﾕｷ 14ME1300179 サイクルフリーダム・レーシング

78 神奈川 伊丹　健治 ｲﾀﾐ　ｹﾝｼﾞ 51MP0400735 JPCA

79 東　京 丸　　志信 ﾏﾙ　ｼﾉﾌﾞ 13MU1301737 東洋大学

80 東　京 山本　健一 ﾔﾏﾓﾄ　ｹﾝｲﾁ 13ME9802325 なるしまフレンドレーシングチーム

81 東　京 西海　純也 ﾆｼｳﾐ　ｼﾞｭﾝﾔ 13MM0501512 筑波大学Racing Team +OB

82 東　京 中村　　潤 ﾅｶﾑﾗ　ｼﾞｭﾝ 34MM1301464 d cycle

83 東　京 半澤　雄高 ﾊﾝｻﾞﾜ　ﾕﾀｶ 13MM1400132 Link TOHOKU

84 東　京 岡部健太郎 ｵｶﾍﾞ　ｹﾝﾀﾛｳ 13MM1000395 なるしまフレンドレーシングチーム

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

86 東　京 白鳥　興寛 ｼﾗﾄﾘ　ﾄﾓﾋﾛ 13MM1201898 ARCCレーシングチーム

87 東　京 青木　　誠 ｱｵｷ　ﾏｺﾄ 13ME9900169 GRUPPO ACQUA TAMA

88 東　京 小清水拓也 ｺｼﾐｽﾞ　ﾀｸﾔ 14MU1001190 Lemonade Bellmare Racing Team

89 東　京 近藤　正紀 ｺﾝﾄﾞｳ　ﾏｻﾉﾘ 13ME0900457 なるしまフレンド

90 東　京 川原建太郎 ｶﾜﾊﾗ　ｹﾝﾀﾛｳ 13MM0800224 チーム・Ｙ

91 東　京 浦　　佑樹 ｳﾗ　ﾕｳｷ 13MU1201404 東京大学自転車部競技班

92 東　京 越澤　友一 ｺｼｻﾞﾜ　ﾕｳｲﾁ 13MM1001939 竹芝サイクルレーシング

93 千　葉 増田　輝之 ﾏｽﾀﾞ　ﾃﾙﾕｷ 12ME0701060 ウォークライド

94 千　葉 飯嶋　　睦 ｲｲｼﾞﾏ　ﾑﾂﾐ 12MM1101715 WANGAN Cycling United

95 千　葉 雑賀　大輔 ｻｲｶ　ﾀﾞｲｽｹ 12MM1400096 Blanche

96 千　葉 杉本　悠飛 ｽｷﾞﾓﾄ　ﾕｳﾋ 12MJ1401970 ベンベール茨城レーシングチーム
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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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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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高校生男子＜予選１組＞ 42名　 3周 8.7km 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 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

2 埼　玉 小田　晃大 ｵﾀﾞ　ｺｳﾀ 11MY1401839 立教新座中学校・高等学校

3 埼　玉 川田　竜也 ｶﾜﾀﾞ　ﾀﾂﾔ 11MJ1300971 埼玉県立浦和工業高等学校

4 埼　玉 藤井　雅樹 ﾌｼﾞｲ　ﾏｻｷ 11MY1301701 埼玉県立浦和工業高等学校

5 埼　玉 佐々木雄也 ｻｻｷ　ﾕｳﾔ 11MY1400886 埼玉県立浦和工業高等学校

6 埼　玉 関口　裕亮 ｾｷｸﾞﾁ　ﾋﾛｱｷ 11MY1401669 埼玉県立浦和工業高等学校

7 埼　玉 鴨澤　滉人 ｶﾓｻﾜ　ﾋﾛﾄ 11MJ1300860 栄北高等学校

8 埼　玉 桑名　僚也 ｸﾜﾅ　ﾘｮｳﾔ 11MJ1301023 栄北高等学校

9 埼　玉 林崎　康徳 ﾊﾔｼｻﾞｷ　ﾔｽﾉﾘ 11MJ1400840 栄北高等学校

10 埼　玉 隈園　郷史 ｸﾏｿﾞﾉ　ｻﾄｼ 11MJ1401837 チーム・Ｙ

11 栃　木 小池　千啓 ｺｲｹ　ﾁｱｷ 09MJ1301157 作新学院高等学校

12 栃　木 秋本耀太郎 ｱｷﾓﾄ　ﾖｳﾀﾛｳ 09MJ1301166 作新学院高等学校

13 栃　木 後上　　翔 ｺﾞｶﾞﾐ　ｼｮｳ 09MY1401432 作新学院高等学校

14 栃　木 真杉　　匠 ﾏｽｷﾞ　ﾏｸﾐ 09MY1401431 作新学院高等学校

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

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

17 栃　木 高橋　陽哉 ﾀｶﾊｼ　ﾊﾙﾔ 09MY1401965 栃木県立真岡工業高校自転車競技部

18 栃　木 宇賀神拓馬 ｳｶﾞｼﾞﾝ　ﾀｸﾏ 09MY1401966 栃木県立真岡工業高校自転車競技部

19 茨　城 金久保悠希 ｶﾅｸﾎﾞ　ﾕｳｷ 08MJ1301278 茨城県立坂東総合高等学校

20 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

21 群　馬 川井　慶太 ｶﾜｲ　ｹｲﾀ 10MY1401068 群馬県立桐生工業高等学校

22 群　馬 寺内　　琉 ﾃﾗｳﾁ　ﾘｭｳ 10MY1401048 前橋育英高等学校

23 群　馬 石井　駿平 ｲｼｲ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 10MJ1300673 群馬県立前橋工業高等学校

24 群　馬 栗原啓由樹 ｸﾘﾊﾗ　ﾋﾛﾕｷ 10MY1400970 群馬県立前橋工業高等学校

25 群　馬 小出　桜爾 ｺｲﾃﾞ　ｵｳｼﾞ 10MY1400971 群馬県立前橋工業高等学校

26 群　馬 久保　徹浩 ｸﾎﾞ　ﾃﾂﾋﾛ 10MJ1300809 群馬県立高崎工業高等学校

27 群　馬 上原　雅主 ｳｴﾊﾗ　ﾏｻｶｽﾞ 10MY1400965 群馬県立高崎工業高等学校

28 群　馬 五十嵐　巧 ｲｶﾞﾗｼ　ﾀｸﾐ 10MY1400963 群馬県立高崎工業高等学校

29 神奈川 越智　崇裕 ｵﾁ　ﾀｹﾋﾛ 14MJ1400161 日本大学藤沢高等学校

30 神奈川 藤田　拓海 ﾌｼﾞﾀ　ﾀｸﾐ 14MJ1200515 横浜高等学校

31 神奈川 松坂　侑亮 ﾏﾂｻﾞｶ　ﾕｳｽｹ 14MY1301590 藤沢総合高校

32 東　京 青木　秀樹 ｱｵｷ　ﾋﾃﾞｷ 13MY1401203 成城高等学校自転車競技部

33 東　京 相川　裕希 ｱｲｶﾜ　ﾕｳｷ 13MY1401202 成城高等学校自転車競技部

34 東　京 宮田　遼太 ﾐﾔﾀ　ﾘｮｳﾀ 13MJ1300905 成城高等学校自転車競技部

35 東　京 秋山　慶樹 ｱｷﾔﾏ　ﾖｼｷ 13MJ1301311 日大豊山自転車部

36 東　京 藤井　　將 ﾌｼﾞｲ　ﾀｽｸ 13MY1401457 日大豊山自転車部

37 東　京 小松　正和 ｺﾏﾂ　ﾏｻｶｽﾞ 13MJ1301129 昭和第一学園高等学校

38 東　京 小野寺　望 ｵﾉﾃﾞﾗ　ﾉｿﾞﾑ 13MJ1301128 昭和第一学園高等学校

39 東　京 熊田　湧太 ｸﾏﾀﾞ　ﾕｳﾀ 13MJ1300892 八王子桑志自転車競技部

40 東　京 納家　一樹 ﾅﾔ　ｶｽﾞｷ 13MJ1300890 八王子桑志自転車競技部

41 東　京 東　　亮介 ﾋｶﾞｼ　ﾘｮｳｽｹ 13MY1401327 八王子桑志自転車競技部

42 東　京 橋詰　　丈 ﾊｼﾂﾞﾒ　ｼﾞｮｳ 13MJ1001185
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高校生男子＜予選２組＞ 42名　 3周 8.7km 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

43 埼　玉 堀口　源太 ﾎﾘｸﾞﾁ　ｹﾞﾝﾀ 11MY1201604 立教新座中学校・高等学校

44 埼　玉 須藤　　望 ｽﾄﾞｳ　ﾉｿﾞﾑ 11MY1401840 立教新座中学校・高等学校

45 埼　玉 木村隆之助 ｷﾑﾗ　ﾘｭｳﾉｽｹ 11MJ1300969 埼玉県立浦和工業高等学校

46 埼　玉 中川　　涼 ﾅｶｶﾞﾜ　ﾘｮｳ 11MY1301700 埼玉県立浦和工業高等学校

47 埼　玉 保野　智也 ﾔｽﾉ　ﾄﾓﾔ 11MY1400717 埼玉県立浦和工業高等学校

48 埼　玉 梶原　彪吾 ｶｼﾞﾊﾗ　ﾋｮｳｺﾞ 11MY1401134 埼玉県立浦和工業高等学校

49 埼　玉 堀口　貴史 ﾎﾘｸﾞﾁ　ﾀｶﾌﾐ 11MJ1301023 栄北高等学校

50 埼　玉 野村　直史 ﾉﾑﾗ　ﾅｵﾌﾐ 11MJ1400834 栄北高等学校

51 埼　玉 橋本　　海 ﾊｼﾓﾄ　ｶｲ 11MJ1400835 栄北高等学校

52 栃　木 堀川　拓海 ﾎﾘｶﾜ　ﾀｸﾐ 09MJ1301154 作新学院高等学校

53 栃　木 小口　達矢 ｺｸﾞﾁ　ﾀﾂﾔ 09MJ1301153 作新学院高等学校

54 栃　木 谷田貝将弥 ﾔﾀｶﾞｲ　ﾏｻﾔ 09MY1401430 作新学院高等学校

55 栃　木 大野　佑斗 ｵｵﾉ　ﾕｳﾄ 09MY1401435 作新学院高等学校

56 栃　木 石塚　将恒 ｲｼﾂﾞｶ　ﾏｻﾂﾈ 09MY1400240 作新学院高等学校

57 栃　木 関原　佑祥 ｾｷﾊﾗ　ﾕｳｼ 09MY1402019 今市工業高等学校

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

59 栃　木 宮田　佳樹 ﾐﾔﾀ　ﾖｼｷ 09MY1491963 栃木県立真岡工業高校自転車競技部

60 茨　城 尾崎　火俊 ｵｻﾞ　ｷｶｼｭﾝ 08MY1401547 茨城県立取手第一高等学校

61 茨　城 佐藤　慧斗 ｻﾄｳ　ｹｲﾄ 08MJ1301034 茨城県立取手第一高等学校

62 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

63 群　馬 坂巻　智也 ｻｶﾏｷ　ﾄﾓﾔ 10MY1402182 群馬県立桐生工業高等学校

64 群　馬 小山　竜平 ｺﾔﾏ　ﾘｭｳﾍｲ 10MY1401049 前橋育英高等学校

65 群　馬 小池　　匠 ｺｲｹ　ﾀｸﾐ 10MJ1300674 群馬県立前橋工業高等学校

66 群　馬 栗原　　諒 ｸﾘﾊﾗ　ﾘｮｳ 10MY1400968 群馬県立前橋工業高等学校

67 群　馬 中澤　拓磨 ﾅｶｻﾞﾜ　ﾀｸﾏ 10MY1400972 群馬県立前橋工業高等学校

68 群　馬 青木　武文 ｱｵｷ　ﾀｹﾌﾐ 10MJ1300808 群馬県立高崎工業高等学校

69 群　馬 上原　拓馬 ｳｴﾊﾗ　ﾀｸﾏ 10MY1400962 群馬県立高崎工業高等学校

70 群　馬 吉村　甲斐 ﾖｼﾑﾗ　ｶｲ 10MY1400961 群馬県立高崎工業高等学校

71 神奈川 山下純之介 ﾔﾏｼﾀ　ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 14MY1401369 横浜高等学校

72 神奈川 野崎　雄大 ﾉｻﾞｷ　ﾕｳﾀ 14MJ1301401 横浜高等学校

73 神奈川 藤田　真也 ﾌｼﾞﾀ　ｼﾝﾔ 14MJ1200488 東京ヴェントス

74 東　京 鳴海　　颯 ﾅﾙﾐ　ｿｳ 13MJ1300906 成城高等学校自転車競技部

75 東　京 下田　浩平 ｼﾓﾀﾞ　ｺｳﾍｲ 13MY1401786 成城高等学校自転車競技部

76 東　京 山田　　湧 ﾔﾏﾀﾞ　ﾜｸ 13MY1400123 成城高等学校自転車競技部

77 東　京 平﨑　雄也 ﾋﾗｻｷ　ﾕｳﾔ 13MJ1301310 日大豊山自転車部

78 東　京 森田　夏生 ﾓﾘﾀ　ﾅﾂｷ 13MY1401116 日大豊山自転車部

79 東　京 坂　　五友 ｻｶ　ｺﾞﾄﾓ 13MJ1401113 昭和第一学園高等学校

80 東　京 花田　聖誠 ﾊﾅﾀﾞ　ｷﾖﾏｻ 13MY1101876 昭和第一学園高等学校

81 東　京 島田　祥吾 ｼﾏﾀﾞ　ｼｮｳｺﾞ 13MJ1300888 八王子桑志自転車競技部

82 東　京 香川　拓巳 ｶｶﾞﾜ　ﾀｸﾐ 13MY1401330 八王子桑志自転車競技部

83 東　京 内山　新平 ｳﾁﾔﾏ　ｼﾝﾍﾟｲ 13MY1401328 八王子桑志自転車競技部

84 千　葉 森　　光流 ﾓﾘ　ﾋｶﾙ 12MY1301393 千葉経済大学附属高等学校
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高校生男子＜予選３組＞ 42名　 3周 8.7km 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

85 埼　玉 髙塚　大生 ﾀｶﾂｶ　ﾋﾛｷ 11MJ1201608 立教新座中学校・高等学校

86 埼　玉 北井　幹大 ｷﾀｲ　ｶﾝﾀ 11MY1401838 立教新座中学校・高等学校

87 埼　玉 渡辺　慶太 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｹｲﾀ 11MY1100641 埼玉県立浦和工業高等学校

88 埼　玉 高井　岳人 ﾀｶｲ　ｶﾞｸﾄ 11MY1400187 埼玉県立浦和工業高等学校

89 埼　玉 橋爪　拓海 ﾊｼﾂﾞﾒ　ﾀｸﾐ 11MY1400894 埼玉県立浦和工業高等学校

90 埼　玉 藤田　周磨 ﾌｼﾞﾀ　ｼｭｳﾏ 11MJ1300859 栄北高等学校

91 埼　玉 野口　俊輔 ﾉｸﾞﾁ　ｼｭﾝｽｹ 11MJ1300858 栄北高等学校

92 埼　玉 井澤　　陸 ｲｻﾞﾜ　ﾘｸ 11MJ1400837 栄北高等学校

93 埼　玉 高橋　知典 ﾀｶﾊｼ　ﾄﾓﾉﾘ 11MJ1400836 栄北高等学校

94 栃　木 小口　慎司 ｺｸﾞﾁ　ｼﾝｼﾞ 09MJ1301622 作新学院高等学校

95 栃　木 福富　雅也 ﾌｸﾄﾐ　ﾏｻﾔ 09MJ1301160 作新学院高等学校

96 栃　木 高木　歩夢 ﾀｶｷﾞ　ｱﾕﾑ 09MY1401434 作新学院高等学校

97 栃　木 床井　亮太 ﾄｺｲ　ﾘｮｳﾀ 09MY1401433 作新学院高等学校

98 栃　木 中村　魁斗 ﾅｶﾑﾗ　ｶｲﾄ 09MJ1201591 作新学院高等学校

99 栃　木 髙橋　和輝 ﾀｶﾊｼ　ｶｽﾞｷ 09MY1402020 今市工業高等学校

100 栃　木 添谷　貴将 ｿｴﾔ　ﾀｶﾏｻ 09MY1402082 栃木県立真岡工業高校自転車競技部

101 栃　木 古口　拓真 ﾌﾙｸﾞﾁ　ﾀｸﾏ 09MY1401964 栃木県立真岡工業高校自転車競技部

102 茨　城 飯島　隆暁 ｲｲｼﾞﾏ　ﾀｶﾄｷ 08MJ1301033 茨城県立取手第一高等学校

103 茨　城 吉田　昌司 ﾖｼﾀﾞ　ﾏｻｼ 08MJ1301035 茨城県立つくば工科高等学校

104 群　馬 平形　元治 ﾋﾗｶﾀ　ｹﾞﾝｼﾞ 10MJ1300976 群馬県立長野原高等学校

105 群　馬 田部井伸矢 ﾀﾍﾞｲ　ｼﾝﾔ 10MY1400966 群馬県立伊勢崎工業高等学校

106 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

107 群　馬 井上　匠実 ｲﾉｳｴ　ﾀｸﾐ 10MY1400969 群馬県立前橋工業高等学校

108 群　馬 篠田　幸希 ｼﾉﾀﾞ　ｺｳｷ 10MY1400973 群馬県立前橋工業高等学校

109 群　馬 齊藤　涼太 ｻｲﾄｳ　ﾘｮｳﾀ 10MY1400967 群馬県立前橋工業高等学校

110 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

111 群　馬 斉田　奎斗 ｻｲﾀﾞ　ｹｲﾄ 10MY1400964 群馬県立高崎工業高等学校

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

113 神奈川 木曽　裕貴 ｷｿ　ﾕｳｷ 14MJ1300987 横浜高等学校

114 神奈川 小野　寛斗 ｵﾉ　ﾋﾛﾄ 14MY1401372 横浜高等学校

115 東　京 今井健太郎 ｲﾏｲ　ｹﾝﾀﾛｳ 13MJ1201895 成城高等学校自転車競技部

116 東　京 町口　詠一 ﾏﾁｸﾞﾁ　ｴｲｲﾁ 13MY1401206 成城高等学校自転車競技部

117 東　京 山崎　　徹 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾄｵﾙ 13MY1400125 成城高等学校自転車競技部

118 東　京 榮　　祐世 ｻｶｴ　ﾕｳｾｲ 13MY1401204 成城高等学校自転車競技部

119 東　京 太田　　翼 ｵｵﾀ　ﾂﾊﾞｻ 13MY1401115 日大豊山自転車部

120 東　京 中村　圭佑 ﾅｶﾑﾗ　ｹｲｽｹ 13MJ1301130 昭和第一学園高等学校

121 東　京 山田　　陽 ﾔﾏﾀﾞ　ｱｷﾗ 13MJ1401114 昭和第一学園高等学校

122 東　京 菅野　義光 ｶﾝﾉ　ﾖｼﾐﾂ 13MY1402060 昭和第一学園高等学校

123 東　京 髙橋　出帆 ﾀｶﾊｼ　ｲｽﾞﾎ 13MJ1300891 八王子桑志自転車競技部

124 東　京 河野　柊太 ｺｳﾉ　ｼｭｳﾀ 13MY1401331 八王子桑志自転車競技部

125 東　京 門田　祐輔 ｶﾄﾞﾀ　ﾕｳｽｹ 13MY1201865 都立美原高校

126 栃　木 柏崎　伸也 ｶｼﾜｻﾞｷ　ｼﾝﾔ 09MY1401945 作新学院高等学校
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高校生男子＜決勝＞ 45名　 30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＞ 7名　 3周 8.7km

女子（オープン）＜決勝＞ 14名　 20分＋2周

ｾﾞｯｹﾝ 申込連盟 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

1 埼　玉 澤部　　衛 ｻﾜﾍﾞ　ﾏﾓﾙ 11MY1402185 立教新座中学校・高等学校

2 埼　玉 松井　一真 ﾏﾂｲ　ｲﾂﾏ 11MY1402186 立教新座中学校・高等学校

3 埼　玉 橋本　汰一 ﾊｼﾓﾄ　ﾀｲﾁ 11MY1402318 さいたま市立原山中学校

4 埼　玉 小沼良太郎 ｵﾇﾏ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 11MY1401998 伊奈町立伊奈中

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

6 東　京 半田　敏規 ﾊﾝﾀﾞ　ﾄｼｷ 13MY1402291 成城中学校

7 東　京 田原　一機 ﾀﾊﾗ　ｶｽﾞｷ 13MY1301668 都立大泉高等学校附属中

ｾﾞｯｹﾝ 申込連盟 選手名 ﾖﾐ 登録番号 所属名 順位

1 埼　玉 細谷　夢菜 ﾎｿﾔ　ﾕﾒﾅ 11FY1101538 埼玉県立浦和工業高等学校

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

3 埼　玉 高橋　吹歌 ﾀｶﾊｼ　ｽｲｶ 11FY1301933 Ready Go JAPAN

4 埼　玉 小沼美由紀 ｵﾇﾏ　ﾐﾕｷ 11FM9700609 Ready Go JAPAN

5 埼　玉 岡田　香織 ｵｶﾀﾞｶｵﾘ 11FM0600277 Esperance Stage

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

7 埼　玉 藤田まりあ ﾌｼﾞﾀ　ﾏﾘｱ 11FY1301930

8 埼　玉 大橋ちひろ ｵｵﾊｼ　ﾁﾋﾛ 11FY1402248

9 栃　木 石塚　優里 ｲｼﾂﾞｶ　ﾕｳﾘ 09FJ1201588 作新学院高等学校

10 栃　木 石井　菜摘 ｲｼｲ　ﾅﾂﾐ 09FY1400237 作新学院高等学校

11 茨　城 島崎　真美 ｼﾏｻﾞｷ　ﾏﾐ 08FM1301051 イマイ・スロケッツ

12 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

13 東　京 高橋　夏美 ﾀｶﾊｼ　ﾅﾂﾐ 13FE1402175 Ready Go JAPAN

14 東　京 須藤むつみ ｽﾄﾞｳ　ﾑﾂﾐ 13FM9702853 Ready Go JAPAN
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[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

[高校生男子の部]
順位 選手名 都県名 所属名

1

2

3

4

5

6

7

8

[女子（オープン）の部]
順位 選手名 都県名 所属名

1

2

3

4

5

6

7

8

[中学生男子の部]
順位 選手名 都県名 所属名

1

2

3

4

5

6

7

2015年2月15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

 
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


