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主  催 (公財)日本自転車競技連盟・(公財)全国高等学校体育連盟 
共  催  
後  援  
     山鹿市体育協会・熊本県高等学校体育連盟・熊本県自転車競技連盟・久留米市体育協会・福岡県教育委員会 
     (公財)福岡県体育協会・福岡県高等学校体育連盟・福岡県自転車競技連盟 
主  管 (公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部・全国高等学校選抜自転車競技大会実行委員会 
特別協賛  

この大会は競輪の補助金を受けて実施します 

＜熊本地震復興支援＞ 
平成 29年度 第 41 回 

LINE@ID：@hdk3918d 
公式サイト http://www.hs-cycling.com 
 

(公財)全国高等学校体育連盟自転車競技専門部 

Sign              . 

大会新 表示箇所の追加訂正 
 

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 備考
同点の場合は、

熊本 福岡 京都 神奈川 静岡 埼玉 福島 奈良 上位入賞者の
九州学院 祐誠 北桑田 横浜 星陵 川越工 学法石川 榛生昇陽 多い学校を優位
27点 25点 21点 19点 14点 13点 11点 9点 とする

長田 龍拳 山田 雄大 川上 隆義 三井 大勢 福田 健太 出ッ所 明乃丞 大𣘺 真慧 緒方 仁
星陵 川越工 作新学院 防府商工 古川工 延岡学園 横浜 祐誠
静岡 埼玉 栃木 山口 宮城 宮崎 神奈川 福岡

11 秒 117 11 秒 756 11 秒 528 11 秒 671 11 秒 431 11 秒 521 11 秒 469 11 秒 620 タイムは予選の記録

松本 秀之介 市田 龍生都 町田 太我 四宮 寛人 菅野 航基 松浦 翼 岡田 亮太 犬塚 貴之
九州学院 福井科技 広島山陽 北桑田 東北 祐誠 八王子桑志 松山城南
熊本 福井 広島 京都 宮城 福岡 東京 愛媛

1分06秒659 1分07秒950 1分08秒017 1分08秒732 1分09秒182 1分09秒365 1分09秒509 1分10秒080
兒島 直樹 香山 飛龍 三浦 蓮海 中津川 開 高木 京太郎 糸井 星夜 斉藤 知樹 芹澤 翔 1-4位のタイムは
祐誠 横浜 岐阜第一 浜松学院 日出総合 大曲農 福井科技 平工 順位決定戦の記録

福岡 神奈川 岐阜 静岡 大分 秋田 福井 福島 5-8位のタイムは
3分31秒536 3分38秒501 3分40秒998 3分43秒925 3分40秒362 3分40秒993 3分41秒517 3分42秒070 予選の記録
上野 矢竜 鴨下 拓弥 川村 峻輝 渡邉 雅也 比佐 宝太 野中 龍之介 土井 佑真 高田 慎平
祐誠 堀越 北桑田 星陵 学法石川 法政二 小牛田農林 松山工
福岡 東京 京都 静岡 福島 神奈川 宮城 愛媛

伊藤 旭 日野 凌羽 武井 稜哉 奥田 豪樹 福田 圭晃 吉岡 竜太 宇佐美 颯基 川崎 三織
九州学院 松山城南 日川 岐南工 横浜 広島市工 横浜創学館 栄北
熊本 愛媛 山梨 岐阜 神奈川 広島 神奈川 埼玉

10分50秒309 参考タイム
馬越 裕之 中村 龍吉 川田 真也 髙橋 舜 大原 陸 谷内 健太 風間 竜太 日比野 丈
榛生昇陽 学法石川 川越工 東北 城東工科 北桑田 甲府工 岐南工
奈良 福島 埼玉 宮城 大阪 京都 山梨 岐阜 同点の場合は
18点 14点 14点 14点 13点 11点 11点 9点 着順により決定
伊藤 旭 谷内 健太 福田 圭晃 道見 優太 古谷田 貴斗 兒島 直樹 松井 夢源 白尾 雄大
九州学院 北桑田 横浜 南大隅 南大隅 祐誠 保土ケ谷 城北
熊本 京都 神奈川 鹿児島 鹿児島 福岡 神奈川 東京

2:05:45.1 2:05:45.9 2:05:46.1 2:05:46.7 2:05:47.0 2:05:47.0 2:05:47.3 2:05:47.8
同点の場合は、

福岡 岐阜 神奈川 宮崎 東京 埼玉 富山 鹿児島 上位入賞者の
祐誠 岐阜第一 横浜創学館 都城工 東京成徳 川越工 氷見 南大隅 多い学校を優位
32点 26点 23点 17点 14点 13点 12点 11点 とする

石上 夢乃 内野 艶和 太郎田 水桜 成海 綾香 菅原 ななこ 増田 たま 高橋 吹歌 北原 歩華 1-4位のタイムは
横浜創学館 祐誠 東京成徳 南大隅 東北 筑波大坂戸 筑波大坂戸 別府翔青 順位決定戦の記録

神奈川 福岡 東京 鹿児島 宮城 埼玉 埼玉 大分 5-8位のタイムは
2分41秒738 2分42秒308 2分49秒906 2分55秒232 2分45秒540 2分46秒636 2分46秒815 2分49秒184 予選の記録
岩元 杏奈 増田 夕華 下条 未悠 布居 光 飯田 風音 森 みき 杉浦 菜留 堺 栞奈
都城工 岐阜第一 氷見 和歌北 川越工 祐誠 岡崎城西 祐誠
宮崎 岐阜 富山 和歌山 埼玉 福岡 愛知 福岡

37秒966 38秒119 38秒152 38秒221 38秒571 38秒948 39秒272 39秒290
内野 艶和 石上 夢乃 中村 鈴花 太郎田 水桜 平尾 愛菜 高橋 吹歌 福田 夏生 成海 綾香
祐誠 横浜創学館 千原台 東京成徳 岐阜第一 筑波大坂戸 倉吉西 南大隅
福岡 神奈川 熊本 東京 岐阜 埼玉 鳥取 鹿児島

8 分 44 秒 949 参考タイム
増田 夕華 岩元 杏奈 下条 未悠 飯田 風音 永野 日和鈴 堺 栞奈 布居 光 谷江 千歳
岐阜第一 都城工 氷見 川越工 成蹊 祐誠 和歌北 高松工芸
岐阜 宮崎 富山 埼玉 東京 福岡 和歌山 香川

内野 艶和 石上 夢乃 平尾 愛菜 成海 綾香 中川 由理 太郎田 水桜 阿南 里奈 岩元 杏奈
祐誠 横浜創学館 岐阜第一 南大隅 川越工 東京成徳 別府翔青 都城工
福岡 神奈川 岐阜 鹿児島 埼玉 東京 大分 宮崎

1:02:23.8 1:02:24.6 1:02:26.7 1:02:27.1 1:02:31.0 1:02:31.0 1:04:54.9 1:05:01.8

　　種 目 別 競 技 成 績 一 覧 表
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