
（　　東海　　　　）ブロック大会記録
ロード日時 　令和　元  年　６　月　１６　日（　日　）　実施した　・　実施していない トラック日時 　令和　元  年　6　月　14　日（　金　）　　　～　　6　月　15　日（　土　）

場所・距離 ｺｰｽ名称（　ＣＳＣ5ｋｍｻｰｷｯﾄ　） 実施距離　男子　40　km、女子　15　km 場　　所 競輪場・競技場（周長　　400　ｍ）

責任者 責任者 電子計時 使用　　・　不使用

４ｋｍTP 学校名 県名 タイム 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年

１位 岐南工業 岐阜 4'31'914 安達 光伸 3 塩谷 雅樹 3 三嶋 陸斗 3 小谷 稀春 3

２位 岐阜第一 岐阜 4'45'558 伊東 佑晟 2 西澤 優聖 2 若原 琢磨 2 岸 侑弥 2

３位 静岡北 静岡 4'45'850 柴田 大輝 3 梶原 聖悟 3 後藤 ゴウ 2 山田 潤 1

４位 星陵 静岡 5'09'160 見崎 銀次 2 菅野 哲平 2 髙梨 万里王 3 末田 幸照 2

５位 浜松学院 静岡 5'20'740 遠山 友生樹 3 若松 剛輝 3 増山 輝咲 2 平岩 大暉 2

６位 朝明 三重 5'44'204 佐藤 大斗 3 井上 湧稀 3 伊藤 星空 1 弓矢 輪太郎 1

７位

８位

ＴＳ 学校名 県名 タイム 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年 選手名 学年

１位 岐阜第一 岐阜 1'19'427 石田 拓真 3 児玉 虎之介 3 村瀨 大和 3

２位 朝明 三重 1'19'936 田村 陸人 2 伊藤 京介 2 長谷 俊佑 2

３位 静岡北 静岡 1'21'875 海野 有輝 3 日髙 裕太 2 鈴木 小次廊 1

４位 久居農林 三重 1'23'543 高田 敦史 3 平岡 大和 3 増村 琉綺 2

５位 桜丘 愛知 1'23'602 渡邊 誉友 3 野口 公太 3 小林 大祐 2

６位 伊豆総合 静岡 1'26'625 嶋津 駿弥 2 幸野 夢翔 1 田口 愛将 1

７位 岐南工 岐阜 1'34'326 南谷 亜京 2 村瀬 成 2 森 善大朗 2

８位 愛産大工 愛知 1'27'790 纐纈 洸翔 2 山影 隼大 2 森 奏芽 2

スプリント 選手名 学年 学校名 県名 200ｍﾀｲﾑ スクラッチ 選手名 学年 学校名 県名 タイム

１位 日髙 裕太 2 静岡北 静岡 10'686 １位 田中 雄大 3 岐阜 岐南工 8'18'19

１位 小西 晴己 3 三重 三重 10'735 ２位 梶原 聖悟 3 静岡 静岡北

３位 児玉 虎之介 3 岐阜第一 岐阜 11'080 ３位 若原 琢磨 2 岐阜 岐阜第一

３位 伊藤 京介 2 朝明 三重 10'712 ４位 髙梨 万里王 3 静岡 星陵

５位 纐纈 洸翔 2 愛産大工
愛産大

工
12'093 ５位 平岡 大和 3 三重 久居農林

５位 田口 愛将 1 伊豆総合
伊豆総

合
11'997 ６位 渡邊 誉友 3 愛知 桜丘

５位 村瀬 成 2 岐南工 岐南工 11'814 ７位 井上 湧稀 3 三重 朝明

５位 望月 湧世 1 星陵 星陵 11'660 ８位 名倉 優晴 3 静岡 伊豆総合

９位 ９位 村山 義宗 2 愛知 熱田

１０位 １０位

学校名 タイム

（　　　ｋｍ）

１位 石田 拓真 3 岐阜第一 岐阜 1'07'645 １位 西澤 優聖 2 岐阜第一 岐阜

２位 南谷 亜京 2 岐南工 岐阜 1'08'337 １位 三嶋 陸斗 3 岐南工 岐阜

３位 伊藤 竜哉 3 朝明 三重 1'10'110 １位 増村 琉綺 2 久居農林 三重

４位 海野 有輝 3 静岡北 静岡 1'10'121 １位 後藤 ゴウ 2 静岡北 静岡

５位 野口 公太 3 桜丘 愛知 1'10'126 １位 伊藤 蓮 3 暁 三重

６位 見崎 銀次 2 星陵 静岡 1'15'334 １位 山本 海渡 2 桜丘 愛知

７位 篠原 拳也 3 愛産大工 愛知 1'16'609

８位

９位

１０位

１位 安達 光伸 3 岐南工 岐阜 3'27'622 １位 塩谷 雅樹 3 岐南工 5'12'750

２位 増山 輝咲 2 浜松学院 静岡 3'43'901 ２位 伊東 佑晟 2 岐阜第一 5'22'540

３位 山田 潤 1 静岡北 静岡 3'44'956 ３位 高田 敦史 3 久居農林 5'31'250

４位 小林 大祐 2 桜丘 愛知 3'48'655 ４位 西島 維吹 2 静岡北

５位 山口 涼輔 2 岐阜第一 岐阜 3'50'443 ５位 菅野 哲平 2 星陵

６位 幸野 夢翔 1 伊豆総合 静岡 3'50'843 ６位 平田 俊樹 3 桜丘

７位 海野 来夢 1 星陵 静岡 3'57'701

８位 佐藤 大斗 3 朝明 三重 4'16'584

９位

１０位

タイム

（　40　ｋｍ）

１位 村瀨 大和 3 岐阜第一 岐阜 11'690 １位 津田 悠義 2 三好 愛知 1"11'09

２位 森 善大朗 2 岐南工 岐阜 ２位 三嶋 陸斗 3 岐南工 岐阜 1"13'57

３位 嶋津 駿弥 2 伊豆総合 静岡 ３位 西澤 優聖 2 岐阜第一 岐阜 1"15'38

４位 神谷 龍 3 岡崎城西 愛知 ４位 安達 光伸 3 岐南工 岐阜 1"15'38

５位 中村 泰斗 2 桜丘 愛知 ５位 馬場 徳通 3 名古屋 愛知 1"15'39

６位 柴田 大輝 3 静岡北 静岡 ６位 寺田 吉騎 3 磐田北 静岡 1"18'00

７位 ７位 山口 涼輔 2 岐阜第一 岐阜 1"18'00

８位 ８位 井上 湧稀 3 朝明 三重 1"18'11

９位 ９位 伊藤 蓮 3 暁 三重 1"18'11

１０位 １０位 梶原 聖悟 3 静岡北 静岡 1"18'16

個人
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

学校名

学校名 ４km速度 選手名

選手名

学年 学校名 県名 参考タイム

学年 学校名 県名ケイリン 選手名 学年 県名 参考タイム

３ｋｍIP 選手名 学年 県名 タイム

１ｋｍTT 選手名 学年 県名 タイム ﾎﾟｲﾝﾄﾚｰｽ 選手名 学年 学校名 県名

ＣＳＣ北400mバンク

山本　明弘山本　明弘



女子種目

１位 大野 風貴芽 1 岐阜第一 岐阜 39'063 １位 若原 梨々花 2 岐阜第一 岐阜 2'43'949

２位 岩辺 愛理 1 静岡北 静岡 39'736 ２位 渡辺 晴香 3 静岡北 静岡 2'45'722

３位 竹野 百香 2 朝明 三重 39'809 ３位 岩辺 愛理 1 静岡北 静岡 2'48'240

４位 建石 初穂 3 暁 三重 39'947 ４位 大野 風貴芽 1 岐阜第一 岐阜 2'49'568

５位 赤坂 楓奈 3 朝明 三重 40'294 ５位 渡邊 ひかる 2 伊豆総合 静岡 2'49'901

６位 若原 梨々花 2 岐阜第一 岐阜 40'423 ６位 竹野 百香 2 朝明 三重 2'51'608

７位 前田 莉沙 3 桜丘 愛知 40'575 ７位 前田 莉沙 3 桜丘 愛知 2'51'705

８位 矢田 寿々 3 伊豆総合 静岡 40'652 ８位 矢田 寿々 3 伊豆総合 静岡 2'52'265

９位 増田 千華 2 岐阜第一 岐阜 40'822 ９位 建石 初穂 3 暁 三重 2'53'856

１０位 世古口 美星 2 岐阜第一 岐阜 40'859 １０位 増田 千華 2 岐阜第一 岐阜 2'53'969

タイム

（　15　ｋｍ）

１位 若原 梨々花 2 岐阜第一 岐阜 33"58

２位 岩辺 愛理 1 静岡北 静岡 33"59

３位 平泉 真心 1 東邦 愛知 34"02

４位 建石 初穂 3 暁 三重 34"15

５位 渡邊 ひかる 2 伊豆総合 静岡 35"29

６位 矢田 寿々 3 伊豆総合 静岡 35"46

７位 渡辺 晴香 3 静岡北 静岡 35"47

８位 大野 風貴芽 1 岐阜第一 岐阜 36"13

９位 水谷 七彩 3 朝明 三重 36"32

１０位 澤潟 つぐみ 3 朝明 三重 37"15

選手名 学年 学校名 県名 タイム

個人
ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

選手名 学年 県名

２kmIP500ｍTT 選手名 学年 県名 タイム

学校名

学校名


