
第46回 一都三県対抗自転車競技大会
 2015年4月19日（日）西武園競輪場（400m走路）

主催：（一社）埼玉県自転車競技連盟、神奈川県自転車競技連盟、
千葉県自転車競技連盟、東京都自転車競技連盟

主管：東京都自転車競技連盟

スタートリスト Communique’No. ５－１

少年の部　１kmタイムトライアル

組 S/G No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 H/B 14 岩澤	 	 	 	 尚 イワサワ　ナオ 12MJ1401393 千葉 県立京葉工業高等学校

B/H 13 泰良　遥平 タイラ　ヨウヘイ 12MJ1401391 千葉 県立京葉工業高等学校

2 H/B 12 澁谷　泰世 シブヤ　タイセイ 12MJ1301392 千葉 千葉経済大附属高等学校

B/H 2 桑名　僚也 クワナ　リョウヤ 11MJ1301024 埼玉 栄北高校

3 H/B 4 渡辺　慶太 ワタナベ　ケイタ 11MJ1100641 埼玉 浦和工業高校

B/H 21 中村　圭祐 ナカムラ　ケイスケ 13MJ1301130 東京 昭和第一学園

4 H/B 24 岩井　雄一朗 イワイ　ユウイチロウ 13MJ1401112 東京 昭和第一学園

B/H 11 荒川	 	 	 	 仁 アラカワ　ヒトシ 12MJ1400977 千葉 千葉経済大附属高等学校

5 H/B 22 池崎　嗣音 イケザキ　シオン 13MJ1201864 東京 昭和第一学園

B/H 3 小泉　智也 コイズミ　トモヤ 11MJ1301459 埼玉 大宮工業高校

6 H/B 23 納家　一樹 ナヤ　カズキ 13MJ1300890 東京 八王子桑志

B/H 1 藤田　周磨 フジタ　シュウマ 11MJ1300859 埼玉 栄北高校

成年の部　１kmタイムトライアル

組 S/G No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 B/H 7 新井　友陽 アライ　トモハル 11MJ1201064 埼玉 順天堂大学

2 H/B 6 高木　三千成 タカギ　ミチナリ 11MU0900655 埼玉 立教大学

B/H 28 橋詰　丈 ハシヅメ　ジョウ 13MJ1001185 東京 中央大学

3 H/B 18 佐藤　航平 サトウ　コウヘイ 12MU1401429 千葉 ﾌﾞﾗﾝｼｭﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

B/H 5 吉岡　勝彦 ヨシオカ　カツヒコ 11MM0100736 埼玉 ー

4 H/B 16 板倉　玄京 イタクラ　ゲンキ 12MU1101498 千葉 明治大学

B/H 27 磯川　勝裕 イソカワ　カツヒロ 13MU1000924 東京 日本大学

5 H/B 26 鈴木　玄人 スズキ　ゲント 13MJ1201259 東京 法政大学

B/H 15 手嶋　将大 テジマ　マサヒロ 12MU1101304 千葉 早稲田大学

6 H/B 17 栗本　武典 クリモト　タケノリ 12MU1201107 千葉 順天堂大学

B/H 25 山本　修平 ヤマモト　シュウヘイ 13MU1101284 東京 日本大学

女子の部　500mタイムトライアル

組 S No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 H 19 黒川　真理子 クロカワ　マリコ 12FJ1401395 千葉 敬愛学園高等学校

2 H 31 古山　稀絵 フルヤマ　キエ 13FJ1200503 東京 昭和第一学園

3 H 32 松本　詩乃 マツモト　シノ 13FY1402057 東京 昭和第一学園

4 H 33 佐藤　千晶 サトウ　チアキ 13FJ1201873 東京 ー

5 H 8 細谷　夢菜 ホソヤ　ユメナ 11FY1101538 埼玉 浦和工業高校



第46回 一都三県対抗自転車競技大会
 2015年4月19日（日）西武園競輪場（400m走路）

主催：（一社）埼玉県自転車競技連盟、神奈川県自転車競技連盟、
千葉県自転車競技連盟、東京都自転車競技連盟

主管：東京都自転車競技連盟

スタートリスト Communique’No. ５－２

少年の部　ケイリン（予選） 各組上位３名決勝へ

組 ＃ No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 1 藤田　周磨 フジタ　シュウマ 11MJ1300859 埼玉 栄北高校

3 小泉　智也 コイズミ　トモヤ 11MJ1301459 埼玉 大宮工業高校

11 荒川	 	 	 	 仁 アラカワ　ヒトシ 12MJ1400977 千葉 千葉経済大附属高等学校

13 泰良　遥平 タイラ　ヨウヘイ 12MJ1401391 千葉 県立京葉工業高等学校

21 中村　圭祐 ナカムラ　ケイスケ 13MJ1301130 東京 昭和第一学園

24 岩井　雄一朗 イワイ　ユウイチロウ 13MJ1401112 東京 昭和第一学園

2 2 桑名　僚也 クワナ　リョウヤ 11MJ1301024 埼玉 栄北高校

4 渡辺　慶太 ワタナベ　ケイタ 11MJ1100641 埼玉 浦和工業高校

12 澁谷　泰世 シブヤ　タイセイ 12MJ1301392 千葉 千葉経済大附属高等学校

14 岩澤	 	 	 	 尚 イワサワ　ナオ 12MJ1401393 千葉 県立京葉工業高等学校

22 池崎　嗣音 イケザキ　シオン 13MJ1201864 東京 昭和第一学園

23 納家　一樹 ナヤ　カズキ 13MJ1300890 東京 八王子桑志

成年の部　ケイリン（予選） 各組上位３名決勝へ

組 ＃ No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 5 吉岡　勝彦 ヨシオカ　カツヒコ 11MM0100736 埼玉 ー

7 新井　友陽 アライ　トモハル 11MJ1201064 埼玉 順天堂大学

15 手嶋　将大 テジマ　マサヒロ 12MU1101304 千葉 早稲田大学

16 板倉　玄京 イタクラ　ゲンキ 12MU1101498 千葉 明治大学

25 山本　修平 ヤマモト　シュウヘイ 13MU1101284 東京 日本大学

27 磯川　勝裕 イソカワ　カツヒロ 13MU1000924 東京 日本大学

2 6 高木　三千成 タカギ　ミチナリ 11MU0900655 埼玉 立教大学

17 栗本　武典 クリモト　タケノリ 12MU1201107 千葉 順天堂大学

18 佐藤　航平 サトウ　コウヘイ 12MU1401429 千葉 ﾌﾞﾗﾝｼｭﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

26 鈴木　玄人 スズキ　ゲント 13MJ1201259 東京 法政大学

28 橋詰　丈 ハシヅメ　ジョウ 13MJ1001185 東京 中央大学

女子の部　２km個人追抜競走

組 S/G No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 H/H 19 黒川　真理子 クロカワ　マリコ 12FJ1401395 千葉 敬愛学園高等学校

2 B/B 31 古山　稀絵 フルヤマ　キエ 13FJ1200503 東京 昭和第一学園

H/H 32 松本　詩乃 マツモト　シノ 13FY1402057 東京 昭和第一学園

3 B/B 33 佐藤　千晶 サトウ　チアキ 13FJ1201873 東京 ー

H/H 8 細谷　夢菜 ホソヤ　ユメナ 11FY1101538 埼玉 浦和工業高校



第46回 一都三県対抗自転車競技大会
 2015年4月19日（日）西武園競輪場（400m走路）

主催：（一社）埼玉県自転車競技連盟、神奈川県自転車競技連盟、
千葉県自転車競技連盟、東京都自転車競技連盟

主管：東京都自転車競技連盟

Communique’No. ５－３

少年の部　チームスプリント

組 S/G No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 H/H 東京

東京

東京

2 B/B 埼玉

埼玉

埼玉

H/H 千葉

千葉

千葉

成年の部　チームスプリント

組 S/G No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1 H/H 東京

東京

東京

2 B/B 埼玉

埼玉

埼玉

H/H 千葉

千葉

千葉

少年の部　ケイリン（決勝）

組 ＃ No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1

成年の部　ケイリン（決勝）

組 ＃ No. 氏　名 フリガナ 登録番号 登録地 所　属 タイム

1

スタートリスト



第46回 一都三県対抗自転車競技大会
 2015年4月19日（日）西武園競輪場（400m走路）

主催：（一社）埼玉県自転車競技連盟、神奈川県自転車競技連盟、
千葉県自転車競技連盟、東京都自転車競技連盟

主管：東京都自転車競技連盟

スタートリスト Communique’No. ５－４

少年の部　ポイントレース（16km） 1位

2位 TIME

3位

4位

No. 名　前 ふりがな 登録番号 登録地
1
35

2
30

3
25

4
20

5
15

6
10

7
5

8
G

周回 合計 着順 順位

1 藤田　周磨 フジタ　シュウマ 11MJ1300859 埼玉

2 桑名　僚也 クワナ　リョウヤ 11MJ1301024 埼玉

3 小泉　智也 コイズミ　トモヤ 11MJ1301459 埼玉

4 渡辺　慶太 ワタナベ　ケイタ 11MJ1100641 埼玉

11 荒川	 	 	 	 仁 アラカワ　ヒトシ 12MJ1400977 千葉

12 澁谷　泰世 シブヤ　タイセイ 12MJ1301392 千葉

13 泰良　遥平 タイラ　ヨウヘイ 12MJ1401391 千葉

14 岩澤	 	 	 	 尚 イワサワ　ナオ 12MJ1401393 千葉

21 中村　圭祐 ナカムラ　ケイスケ 13MJ1301130 東京

22 池崎　嗣音 イケザキ　シオン 13MJ1201864 東京

23 納家　一樹 ナヤ　カズキ 13MJ1300890 東京

24 岩井　雄一朗 イワイ　ユウイチロウ 13MJ1401112 東京

成年の部　ポイントレース（16km） 1位

2位 TIME

3位

4位

No. 名　前 ふりがな 登録番号 登録地
1
35

2
30

3
25

4
20

5
15

6
10

7
5

8
G

周回 合計 着順 順位

5 吉岡　勝彦 ヨシオカ　カツヒコ 11MM0100736 埼玉

6 高木　三千成 タカギ　ミチナリ 11MU0900655 埼玉

7 新井　友陽 アライ　トモハル 11MJ1201064 埼玉

15 手嶋　将大 テジマ　マサヒロ 12MU1101304 千葉

16 板倉　玄京 イタクラ　ゲンキ 12MU1101498 千葉

17 栗本　武典 クリモト　タケノリ 12MU1201107 千葉

18 佐藤　航平 サトウ　コウヘイ 12MU1401429 千葉

25 山本　修平 ヤマモト　シュウヘイ 13MU1101284 東京

26 鈴木　玄人 スズキ　ゲント 13MJ1201259 東京

27 磯川　勝裕 イソカワ　カツヒロ 13MU1000924 東京

28 橋詰　丈 ハシヅメ　ジョウ 13MJ1001185 東京

大宮工業高校

浦和工業高校

所　属

早稲田大学

千葉経済大附属高等学校

県立京葉工業高等学校

県立京葉工業高等学校

昭和第一学園

昭和第一学園

八王子桑志

昭和第一学園

所　属

ー

立教大学

順天堂大学

千葉経済大附属高等学校

栄北高校

栄北高校

中央大学

明治大学

順天堂大学

ﾌﾞﾗﾝｼｭﾚｰｼﾝｸﾞﾁｰﾑ

日本大学

法政大学

日本大学
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