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37.80km/h10東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部留目 夕陽1491 0:001:35:13.476

37.80km/h10埼玉 叡明高校長川 達哉1362 0:011:35:13.974

37.80km/h10茨城 茨城県立取手第一高等学校高久胡太郎1233 0:011:35:14.156

37.79km/h10栃木 真岡工業高校高田 颯天1294 0:011:35:14.462

37.79km/h10山梨 山梨県立甲府工業高等学校仙洞田 雄大1955 0:021:35:14.758

37.79km/h10神奈川 横浜高等学校林 伶音1906 0:021:35:14.948

37.79km/h10東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部西本 健三郎1507 0:021:35:14.977

37.79km/h10東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING 渡邊 和貴 1458 0:021:35:15.283

37.79km/h10神奈川 ボンシャンスACA藤島 悠平1769 0:021:35:15.426

37.78km/h10栃木 真岡工業高校金澤 映幸13410 0:031:35:16.344

37.78km/h10新潟 吉田高校池田 悠生20311 0:041:35:17.187

37.74km/h10茨城 茨城県立土浦第一高等学校秋田 圭佑12712 0:091:35:21.879

37.74km/h10群馬 前橋育英高等学校小林 翔真12213 0:101:35:22.617

37.73km/h10東京 ボンシャンスACA佐藤 伊織14314 0:111:35:23.851

37.72km/h10東京 AVENTURA VICTORIA RACING川田 翔太14415 0:121:35:25.000

37.70km/h10東京 日本学園高等学校本木 颯人16416 0:161:35:28.895

37.63km/h10千葉 学校法人高橋学園　千葉学芸高校中村 凌輔13817 0:261:35:38.693

37.62km/h10東京 佼成学園鈴木 紳之介14718 0:271:35:40.283

37.57km/h10神奈川 保土ヶ谷高等学校宮本 鷹義17719 0:361:35:48.788

37.53km/h10茨城 茨城県立取手第一高等学校菅谷 優太12420 0:421:35:55.043

37.36km/h10群馬 群馬県立前橋工業高等学校北村 青空10221 1:071:36:20.281

37.17km/h10神奈川 横浜高等学校長井 真聡19322 1:381:36:51.088

37.07km/h10神奈川 横浜高等学校生天目 隼人18923 1:531:37:05.515

36.85km/h10東京 日大豊山自転車部佐藤 光15924 2:281:37:40.872

36.55km/h10神奈川 保土ヶ谷高等学校小森 継心17825 3:171:38:29.516

36.19km/h10東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部小嶋 海音15226 4:151:39:28.080

36.09km/h10神奈川 横浜高等学校藤野 英志19227 4:321:39:44.766

9群馬 群馬グリフィンエリート吉田 愛斗101DNF -1LapDNF

5栃木 真岡工業高校清水 大地130DNF -5LapDNF

4東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部愛澤 拓斗151DNF -6LapDNF

4神奈川 SBC Vertex Racing Team藤本 元貴194DNF -6LapDNF

3東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部田中 遥翔156DNF -7LapDNF
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3神奈川 横浜高等学校生天目 直樹188DNF -7LapDNF

3群馬 群馬県立前橋工業高等学校吉田 陸人105DNF -7LapDNF

3東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部佐藤 大介153DNF -7LapDNF

3神奈川 保土ヶ谷高等学校山形 駿179DNF -7LapDNF

3新潟 吉田高校村岡 輪汰朗205DNF -7LapDNF

3神奈川 法政大学第二高等学校風間 晴喜183DNF -7LapDNF

3東京 東京都立葛西工業高等学校泉 颯太167DNF -7LapDNF

3茨城 BLAU BLITZEN堀江 一葉128DNF -7LapDNF

3東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部落合 康生155DNF -7LapDNF

3東京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING 中村 陸 146DNF -7LapDNF

3群馬 群馬県立高崎工業高等学校高橋 昂大110DNF -7LapDNF

3栃木 真岡工業高校杉山 陸131DNF -7LapDNF

3山梨 山梨県立甲府工業高等学校山下 太輔199DNF -7LapDNF

3新潟 吉田高校石田 陽紀204DNF -7LapDNF

3山梨 Yamanakako Cycling Club稲葉 蒼201DNF -7LapDNF

3群馬 群馬県立伊勢崎興陽高等学校栗原 陽介115DNF -7LapDNF

3群馬 群馬県立伊勢崎興陽高等学校石川 陽翔116DNF -7LapDNF

3東京 成城高等学校自転車競技部日野 遥169DNF -7LapDNF

3東京 日大豊山自転車部渡辺 開160DNF -7LapDNF

3群馬 群馬県立前橋工業高等学校川野 佑隼107DNF -7LapDNF

2神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING梅崎 匠平187DNF -8LapDNF

2山梨 山梨県立甲府工業高等学校片山 義翔197DNF -8LapDNF

2山梨 山梨県立甲府工業高等学校廣田 魔沙斗196DNF -8LapDNF

2栃木 真岡工業高校柳 颯太郎132DNF -8LapDNF

2茨城 茨城県立取手第一高等学校鈴木 智也126DNF -8LapDNF

2山梨 山梨県立甲府工業高等学校角田 光毅198DNF -8LapDNF

2東京 成城高等学校自転車競技部有川 慧170DNF -8LapDNF

2群馬 群馬県立高崎工業高等学校堀口 航112DNF -8LapDNF

2神奈川 津久井高等学校山本 星良175DNF -8LapDNF

2茨城 茨城県立取手第一高等学校武井 響吾125DNF -8LapDNF

2千葉 BMレーシングZUNOW吉田 光希142DNF -8LapDNF

2群馬 群馬県立前橋工業高等学校茂木 直太郞103DNF -8LapDNF
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2群馬 群馬県立前橋工業高等学校佐藤 功基106DNF -8LapDNF

2東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部土方 誠也157DNF -8LapDNF

2山梨 山梨県立甲府工業高等学校大橋淳之介200DNF -8LapDNF

2東京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部坂上 心都158DNF -8LapDNF

2栃木 真岡工業高校長島 知輝133DNF -8LapDNF

2千葉 学校法人高橋学園　千葉学芸高校佐藤 裕太139DNF -8LapDNF

2神奈川 保土ヶ谷高等学校工藤 輝180DNF -8LapDNF

2群馬 群馬県立高崎工業高等学校沼澤 楓悟111DNF -8LapDNF

2東京 日大豊山自転車部近藤 拓人162DNF -8LapDNF

2群馬 群馬県立前橋工業高等学校舩戸 一真104DNF -8LapDNF

2群馬 群馬県立高崎工業高等学校高橋 直希113DNF -8LapDNF

2群馬 群馬県立高崎工業高等学校山﨑 温太114DNF -8LapDNF

2埼玉北永 航佑135DNF -8LapDNF

2千葉 敬愛学園高校佐藤 海里137DNF -8LapDNF

2東京 日大豊山自転車部上條 瑛輝161DNF -8LapDNF

2神奈川 保土ヶ谷高等学校笹本 一文182DNF -8LapDNF

2東京 成城高等学校自転車競技部梶谷 栄太173DNF -8LapDNF

2千葉 学校法人高橋学園　千葉学芸高校吉田 諒140DNF -8LapDNF

2神奈川 法政大学第二高等学校吉田 雄翔184DNF -8LapDNF

2群馬 群馬県立前橋工業高等学校田村 空輝108DNF -8LapDNF

2東京 日本学園高等学校佐々木 海斗166DNF -8LapDNF

2神奈川 横浜高等学校東 厚希191DNF -8LapDNF

2神奈川 法政大学第二高等学校神原 颯太185DNF -8LapDNF

1東京 日本学園高等学校下田 優斗165DNF -9LapDNF

1東京 日大豊山自転車部松井 颯峨163DNF -9LapDNF

1神奈川 保土ヶ谷高等学校佐々木 千弥181DNF -9LapDNF

1東京 成城高等学校自転車競技部髙橋 匠172DNF -9LapDNF

1千葉 学校法人高橋学園　千葉学芸高校鈴木 琢眞141DNF -9LapDNF

1東京 佼成学園室町 秀斗148DNF -9LapDNF

1群馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校須田 和希117DNF -9LapDNF

1群馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校大橋 亮介118DNF -9LapDNF

1東京 成城高等学校自転車競技部今井 海凪174DNF -9LapDNF

Page: 3 / 42020/10/25 16:50:01  RECORDING by KOEI-EC 

主催：(公財)日本自転車競技連盟・関東自転車競技連合

後援：(公財)ＪＫＡ・(公財)群馬県スポーツ協会・みなかみ町・みなかみ町教育委員会

協賛：前橋市・株式会社クレーマージャパン・Spin株式会社・株式会社タキザワ・コーエィ株式会社

協力：群馬サイクルスポーツセンター・医療法人高徳会上牧温泉病院・利根沼田広域消防本部西消防署

主管：群馬県自転車競技連盟

　　　　日本競輪選手会群馬支部

※真岡工業高校が競技運営を尊重しない為ペナルティを科す。



【 Result / 高校男子 】 StartTime　：　12:30:00

高石杯第55回関東地域自転車道路競走大会
開催場所 : 群馬県利根郡みなかみ町群馬サイクルスポーツセンター内

(6kmサーキットコース)

Distance　：　60 km

開催日時　：　2020年10月25日

Time選手名 +TOP
(M:S)

地区 所属 Laps Average
Speed

順  No.
 

 

 

1東京 東京都立葛西工業高等学校石井 由歩168DNF -9LapDNF

1群馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校細谷 晴和120DNF -9LapDNF

1群馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校羽鳥 舜121DNF -9LapDNF

1群馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校下田 光起119DNF -9LapDNF

1群馬 群馬県立前橋工業高等学校星川 真祐109DNF -9LapDNF

1東京 成城高等学校自転車競技部下澤 莉生171DNF -9LapDNF

1神奈川 法政大学第二高等学校福元 拓真186DNF -9LapDNF

0山梨 Yamanakako Cycling Club井上 悠202DNF -10LapDNF

出走人数= 104 完走人数= 27 DNF= 77
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