
第56回 高石杯
関東地域自転車道路競走大会

2021年10月24日（日）
群馬サイクルスポーツセンター 6kmサーキットコース

この事業は、競輪の補助を受けて開催します。

https://jka-cycle.jp

主　催：公益財団法人日本自転車競技連盟・関東自転車競技連合
主　管：群馬県自転車競技連盟
後　援：公益財団法人 JKA・公益財団法人群馬県スポーツ協会・みなかみ町・みなかみ町教育委員会
　　　　（順不同）
協　賛：前橋市・大塚製薬（株）・（株）クレーマージャパン・（株）タキザワ・群馬ヤクルト販売（株）
　　　　コーエィ（株）（順不同）
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
　　　　群馬県高体連自転車競技専門部・日本競輪選手会群馬支部（順不同）

第55回大会 高校男子の部 優勝 留目 夕陽(東京都立八王子桑志高等学校）
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実施要項
1. 主　　催 (公財)日本自転車競技連盟・関東自転車競技連合

2. 主　　管 群馬県自転車競技連盟

3. 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（順不同）

4. 協　　賛 前橋市，大塚製薬（株），(株)クレーマージャパン，(株)タキザワ，群馬ヤクルト販売（株），コーエィ(株)（順不同）

5. 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，群馬県高体連自転車競技専門部，日本競輪選手会群馬支部（順不同）

6. 日時及び会場 ２０２１年１０月２４日（日）　群馬サイクルスポーツセンター６ｋｍサーキットコース

7. 競技方法 個人ロードレースとする

8. 競技カテゴリー 一般男子(6㎞×12周＝72㎞)、女子(6㎞×5周＝30㎞)、高校生男子(6㎞×10周＝60㎞)、中学生男子(6㎞×5周＝30㎞)

9. 参加資格 ①２０２１年（公財）日本自転車競技連盟の登録競技者であって，都県自転車競技連盟が推薦した者．

②日本自転車競技連盟，日本スポーツ協会および群馬県における新型コロナウィルスに関するガイドラインを熟読・順守し，その遂行に協力し，大会役員の指示に従う

ことを参加条件とする．これらのガイドラインを順守せず，その遂行に協力を拒む場合，当日の体調が新型コロナウィルス罹患を疑われる場合には，それが故意である

ないに関わらず，大会参加・会場への入場を認めない．

なお，参加申込にあたっては，本大会参加に伴って生じた如何なる不利益・損害も参加者本人の責任に帰することを承諾し，これらのガイドラインのみならず，所属お

よび居住地行政などの指針を熟慮のうえ参加可否を判断すること．

※中学生においては上記に加え、日本スポーツ協会公認コーチ(自転車競技)から６か月以上直接指導を受け、レース中、安全に自転車を操作することができると判断さ

れ、コーチから推薦を受けた者．

10. 競技方法 (公財)日本自転車競技連盟の2021年版競技規則及び本大会特別規則による．

11. 表　　彰 (１) 高校生男子の１位より８位までの入賞者に賞状および賞品を授与する．また関東自転車競技連合に所属する都県車連の高校生男子の１位の者に高石杯(持ち回り優勝杯)

を授与する．

(２) 一般男子の１位より８位までの入賞者に，賞状および賞品を授与する．

(３) 女子および中学生は１位より３位までの入賞者に，それぞれ賞状および賞品を授与する．

(４) すべてのカテゴリーにおいて，優勝者にはチャンピオンジャージを授与する．

12. 参加申込方法 新型コロナウィルスの感染状況によっては中止となる場合があります．各自，所属および推薦をお願いする都県自転車競技連盟に申込料1,000円を支払い申し込むこ

と．この申込料は理由の如何を問わず返却しません．開催当日，それぞれの残りの参加料を徴収します．群馬車連宛への直接申込は一切受け付けません．

都県車連は申し込み用紙をe-mailにて請求の後，期日までに推薦する参加申込者の情報を指定ファイルに記入し，申込送付すること．

※参加受理通知は送付しません．エントリー・リストは10月15日以降，都県車連宛にメール連絡を行います．

申込締切日；２０２１年１０月９日（土）23：00まで
関東自転車競技連合所属車連登録者の場合　　　申込料；1,000円、参加料；一般男子；5,000円，高校生・女子・中学生；3,000円

関東自転車競技連合所属車連登録者以外の場合　申込料；1,000円、参加料；一般男子；6,000円，高校生・女子・中学生；4,000円

※参加料は当日，徴収します．

※振込先は申し込み連絡が確認できた車連宛に直接連絡しますのでまとめて10月16日(土)までに振込を行ってください．個人での振込は一切受け付けません．理由の

如何を問わず振込まれた申込料は返却しません．

13. 参加留意事項 (１) 本大会は無観客にて開催します．会場に入場できる関係者は選手，各都県車連のサポートスタッフ，大会役員のみになります．サポートスタッフは申込時に登録した5

名までとしますので未成年者の申込，事故等への対応について各車連との間で十分に協議してください．申し込み後の変更は認めません．群馬県高体連の大会開催時の

注意事項に準じています.今後の高校生のスポーツ活動に影響を及ぼす恐れがありますのでご不便をおかけいたしますがご協力をよろしくお願いいたします.

(２) 日本自転車競技連盟，日本スポーツ協会および群馬県における新型コロナウィルスに関するガイドラインを熟読の上，参加すること．

(３) 群馬県新型コロナウィルス警戒度レベルによっては中止となる場合があります．また以下の機関より大会自粛要請があった場合はそれぞれ中止となる場合があります．

群馬県(すべて)，群馬県スポーツ協会(すべて)，群馬県高体連(高校生男子)．

(４) 居住地の知事が不要不急の外出を控えるように宣言した地域の方々は参加することができません．

(５) 健康状態申告書および大会参加同意書を選手，サポートスタッフは入場時に提出すること．提出と交換に配布するリストバンドは大会終了後まで必ず腕につけておくこ

と．リストバンドを付けていない場合，大会参加者および関係者外とみなしペナルティー対象もしくは会場から除外します．

(６) 大会開催１４日前からの・体調・体温の記録を各自実施すること．該当データの提出を求められた場合は速やかに提出できるように準備しておくこと．

(７) 来場を希望するメディア関係者は２０２１年１０月９日（土）23：00までにメールにて事務局宛にご連絡ください．

(８) 参加者は，事前に各自でスポーツ安全保険等に加入するほか，健康保険証を持参すること．

(９) 競技中における負傷疾病に係わる応急処置は現地で行うが，以後の処置は本人の責任で行うものとする．

(１０) 競技者は，JCFまたはJKA公認のヘルメット使用を認める．練習も含め自転車乗車時は必ず着用すること．

(１１) ゼッケン番号を取り付ける安全ピン等は各自で用意すること．

(１２) 各カテゴリーにおけるギア比の制限は以下の通りとする．一般男子・女子；制限なし，高校生男子；7.93m，中学生；7.01m

(１３) 登録された都道府県レースジャージもしくは所属チームジャージを着用すること．

(１４) 競技判定の適正を期するため，競技者のゼッケン番号と同一の計測チップを装着する．競技終了後，担当競技役員に必ず返還し，返還できない競技者は，実費弁済する

ものとする．

(１５) スタート前のバイクチェックおよびギア比チェックは行わない．サインシートの記入は，計測チップ，ゼッケンを取り付けた状態で出走するユニフォーム，自転車およ

びヘルメットを持参し，スタート時刻15分前までに済ませることとする．

(１６) 監督会議は各都県２名の参加とする．それ以外の参加は認めない．

(１７) 現地でのリザルトの発表は行わない．関東自転車競技連合のホームページ上で発表する．

(１８) 宿泊については各自でお願いいたします．

(１９) 会場への入退場および駐車場については大会役員の指示に必ず従ってください．

(２０) ゴミは必ず持ち帰りください，ご協力をお願いします．

(２１) 機材盗難・事故および駐車中の盗難等の責任は主催者で負いかねます．また会場の立入禁止区域には立ち入らないでください．

(２２) 全日本選手権自転車競技大会ロードレース大会申込資格獲得大会となる予定です．

(２３) 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から開会式，閉会式は行わない．表彰式に関しては当日の状況により判断する．

(２４) 昨年度開催時のペナルティについて，現在を持って従っていただけない参加者を推薦した栃木県自転車競技連盟からの推薦は一切受け付けない．

○ 問い合わせ先

競技運営，参加に関する問い合わせは所属の各都県自転車競技連盟へお願いいたします．

群馬県車連所属選手以外の個人での問い合わせについては，一切返信いたしません．

群馬県自転車競技連盟　〒371-0804　群馬県前橋市六供町1224番地-4　板鼻様方　gunmacyclingfederation@gmail.com

※群馬県自転車競技連盟において，専任職員は在籍しておりません．回答に時間を要する場合があります．ご理解とご協力をお願いいたします．
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大会特別規則

・各カテゴリーの先頭選手がスタート／フィニッシュラインを通過した時点で管理棟裏を通過
していない選手は原則，周回遅れと判断する．

・管理棟裏を通過する時点で周回遅れと判断され，電子ホイッスルを鳴らされた選手はスター
ト／フィニッシュラインを通過したのち，コースから除外される．また電子ホイッスルが鳴
らされた対象選手に追いつかれた選手も対象となる．このとき最終フィニッシュラインを通
過した順位を最終順位とする．

・最終周回に関して，各カテゴリーの 8位選手が最終前周回において管理棟裏を通過してから
2分以内に通過していない選手を周回遅れと判断する．周回遅れと判断された選手はスター
ト /フィニッシュラインを通過したのちコースから除外される．このとき最終フィニッシュ
ラインを通過した順位を最終順位とする．

・各レーススタート5分前からスタート／フィニッシュライン付近においてライダーズミーティ
ングを行う．これに遅れた選手はいかなる理由であってもレースに参加できない．

・着順については計測チップを適用する．

・高校生男子について，上位入賞者および競技役員に指名された選手はレース後速やかにギア
比チェックおよびバイクチェックを行う．規則違反が明らかになった場合，レース後であっ
てもペナルティの対象となる．

・一般男子，女子について，上位入賞者および競技役員に指名された選手はレース後にバイク
チェックを行うことがある．規則違反が明らかになった場合，レース後であってもペナルティ
の対象となる．

・サインシートの記入は，計測チップ，ゼッケンを取り付けた状態で出走するユニフォーム，
自転車およびヘルメットを持参し，スタート時刻 15分前までに済ませることとする．

・補給は当日の気象条件によって判断する．

・ボトルおよびゴミ等の投棄はスタート／フィニッシュラインの約１００m手前部分の指定さ
れたエリアのみ認められる．これ以外でのボトルおよびごみの投棄は認められない．またい
かなる場所においても最終周回でのボトルおよびゴミ等を投棄した選手は失格とする．

・各都県による機材交換は認められる．ただし競技規則通り「認められる機材交換」のみとする．
場所はスタート／フィニッシュライン付近とする．代車の再交換可

・選手間での機材交換は認められない．

・オンボードカメラは禁止する．

・無線・遠隔通信機器の使用は禁止する．
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競技日程

実施期日	 2021 年 10月 24日（日）	 	 	 	 	 	

実施会場	 群馬サイクルスポーツセンター 6kmサーキットコース	 	 	 	

競技日程	 7:30	 競技役員集合・受付	 管理棟前

	 8:00-9:00	 群馬 CSC開場（一般男子・女子）	 入　口

	 8:30-9:00	 ライセンスコントロール（一般男子・女子）	 管理棟前

	 9:00-9:30	 コース試走（一般男子・女子のみ9:15コース入場終了）	

	 　※	試走は必ずゼッケン、計測チップ、検温済リストバンドを取り付けた状態での走行とします．

	 9:00	 監督会議	 2F 会議室

	 9:30-9:45	 出走サイン（一般男子・女子）	 管理棟前

	 10:00	 一般男子（72km）スタート	 発着点

	 10:01	 女子 (30km) スタート	 発着点

	 10:30	 群馬 CSC開場（高校生男子・中学生）	 入　口

	 10:45-11:15	 ライセンスコントロール（高校生男子・中学生）	 管理棟前

	 12:00-12:30	 コース試走（高校生男子・中学生のみ12:15コース入場終了）

	 　※	試走は必ずゼッケン、計測チップ、検温済リストバンドを取り付けた状態での走行とします．

	 12:15-12:30	 出走サイン（高校生男子・中学生）	 管理棟前

	 12:45	 高校生男子（60km）スタート	 発着点

	 12:46	 中学生 (30km) スタート	 発着点

	 　※	申込者数および天候によって競技日程が変更となる可能性があります．

大会役員（順不同）

会　　長	 関東自転車競技連合	会長	 大島　研一

副 会 長	 群馬県自転車競技連盟	会長	 板鼻　　昭

顧　　問	 茨城県自転車競技連盟	会長	 戸邉　裕将

	 栃木県自転車競技連盟	会長	 佐藤　栄一

	 一般社団法人	埼玉県自転車競技連盟	会長	 古川　俊治

	 千葉県自転車競技連盟	会長	 沢田　　信

	 東京都自転車競技連盟	会長	 中村　賢二

	 神奈川県自転車競技連盟	会長	 敷田　博昭

	 山梨県自転車競技連盟	会長	 浅川　力三

	 新潟県自転車競技連盟	会長	 小林　豊彦

大会委員

	 折本　裕樹	 小野口裕朗	 清水　一孝	 横内　孝夫	 池田　弘志

	 飯田　義広	 山上　義明	 早川　誠司	 権瓶　修也	 十時正一郎
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競技役員（順不同）

大会委員長	 板鼻　　昭	 	 	

大会副委員長	 大島　研一	 	 	

総務委員長	 清水　一孝	 	 	

テクニカルディレクター	 折本　裕樹	 	 	

競技委員長	 平葭　正樹	 	 	

審　判　長	 木村　洋介	 	 	

副	審	判	長	 権瓶　修也	 	 	

総	務	委	員	 佐藤　孝之	 梅澤　　繁	 鬼形　博之	 鬼形　貴子	 	

移	動	審	判	 権瓶　修也	 芦澤　拓郎	 渋谷　　明	 田代　大和	 伊藤　和輝

	 	 大河　辰也	

出	発	合	図	 大島　研一	 萩原麻由子	 	

決	勝	審	判	 矢野　達也	 八木　　昇	 	

サインシート	 小出　桜爾	 篠原　亮介	 圓谷　　崇	 大橋　正直

周回・打鐘	 井上　竹義	 萩原麻由子	

通　　　告	 木村　洋介	 平葭　正樹	

計　　　時	 矢野　達也	 和田　碧来	 	

招　　　集	 川島　郁男	 川島　一秀	 寺本　　勝	

ライセンスコントロール・関門	 川島　一秀	 高橋　典宏	 萩原　麻由子	 寺本　　勝	 篠原　亮介

	 	 川島　郁男	 平井　宏憲	 的場　宏樹	 佐藤　　歩	 馬場　進平

	 	 松村　雅寛	 	 	

セクレタリー	 和田　碧来	 矢野　達也	 	

救　　　護	 清水まち子	 南野　和史	 川島　郁男	 	

立	哨	審	判	 石井　克幸 (入口 )	川島　幸起 (入口 )	平井　宏憲	 中里見健司	 阿部　貴宏

	 	 堀川　寛太	 飯塚　龍樹	 折本　裕樹	

広　　　報	 中村　賢二	 渡辺　将大	 手島　志誠	 石川　雅望	 	

電	子	計	時	 コーエィ株式会社	 	 	

コロナウィルス対策	 田部井　久	 清水　一孝	

	 	 早川　誠司 (山梨 )	岡田　将太 (茨城 )	伊澤　和樹 (栃木 )	横内　孝夫 (埼玉 )

	 	 喜安　　健 (東京 )	造田　康明 (千葉 )	長塚　一広 (神奈川)	小柳　　勝 (新潟 )
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第55回	高石杯	関東地域自転車道路競走大会	成績表

［一般男子］6km×10周=60km

順順位位 選選手手名名 都都県県名名 所所属属名名

1 石原 悠希 栃　木 栃木県スポーツ協会/HincapuieLEOMOp/bBMC

2 床井 亮太 栃　木 SHIMANO RACING TEAM

3 園田 大智 埼　玉 順天堂大学

4 大山 　慶 栃　木 作新学院大学

5 奈良 省吾 埼　玉 −

6 伊藤 大地 岩　手 群馬グリフィンエリート

7 藤田 涼平 埼　玉 さいたまディレーブ

8 鈴木 道也 福　島 チーム・ブラウ・ブリッツェン

［高校男子］6km×10周=60km

順順位位 選選手手名名 都都県県名名 所所属属名名

1 留目　夕陽 東　京 東京都立八王子桑志高等学校

2 長川　達哉 埼　玉 叡明高校

3 高久胡太郎 茨　城 茨城県立取手第一高等学校

4 高田　颯天 栃　木 真岡工業高校

5 仙洞田雄大 山　梨 山梨県立甲府工業高等学校

6 林　　伶音 神奈川 横浜高等学校

7 西本健三郎 東　京 東京都立八王子桑志高等学校

8 渡邊　和貴 東　京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING

［女子］6km×5周=30km

順順位位 選選手手名名 都都県県名名 所所属属名名

1 渡部　春雅 神奈川 駒澤大学高等学校

2 水谷　彩奈 新　潟 長岡市立旭岡中学校

3 松崎　光優 新　潟 シュースイみどり福祉会

2020年10月25日（日）群馬サイクルスポーツセンター 6kmサーキット
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　一般男子	48名　 72km（12周）	 10:00	

一般 選手名 登録番号 登録車連 所属名
1 中里　　仁 10ME0600361 群　馬 Rapha Cycling Club
2 小山　貴大 10ME1000442 群　馬 群馬グリフィン
3 本田　将矢 10ME1700565 群　馬 群馬グリフィンエリート
4 狩野　　敦 10ME1600316 群　馬 上毛レーシング
5 鬼形　卓弥 10ME1600325 群　馬 COWGUMMA
6 五十嵐広至 10MU2100351 群　馬 COWGUMMA
7 佐藤　彰馬 10MU1900528 群　馬 Greeen Lights Racing Team
8 北村　翔太 10MU1502368 群　馬 日本体育大学
9 篠原　輝利 08MJ1502719 茨　城 AVENTURA AIKOH TEAM CYCLING
10 安江　永遠 08MU1602654 茨　城 作新学院大学
11 室賀　貴仁 09ME1802380 栃　木 ブラウ・ブリッツェン
12 福田　龍生 09MU1800234 栃　木 ブラウ・ブリッツェン
13 松本　　輝 09MU1901870 栃　木 作新学院大学
14 笹川　悠太 09MU1901285 栃　木 作新学院大学
15 高田　楓雅 09MU1702090 栃　木 作新学院大学
16 小林　翔真 09MU1802005 栃　木 作新学院大学
17 鈴木　真理 09ME9700980 栃　木 TEAM TRUTH
18 大友　　守 11ME1900071 埼　玉 ARCCレーシングチーム
19 石井　　望 11MU1702021 埼　玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
20 奈良　祥吾 11ME1500593 埼　玉 イナーメ信濃山形
21 岸　　崇仁 11ME1000394 埼　玉 さいたまディレーブ
22 佐川　祐太 11ME1300075 埼　玉 イナーメ信濃山形
23 横　　矢峻 12MU1800041 千　葉 BMレーシングZUNOW
24 佐藤　寛朗 12MU1901014 千　葉 AutoBahnGotemba
25 日置江草太 12MU2001565 千　葉 サイクルフリーダム・レーシング
26 竹下　寛人 13MU1800319 東　京 －
27 権田　歩人 13ME1902658 東　京 Avenir Yamanashi Yamanakako
28 御堂　力哉 13ME1600278 東　京 FORCE
29 新村　拓也 13ME1101042 東　京 パナソニックレーシング
30 伊藤　侑也 13MM2101984 東　京 MIVRO
31 中村　文武 13MM9702834 東　京 稲城FIETSクラスアクト
32 山田　貴一 13ME1600285 東　京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
33 久我　　聡 13MU1801424 東　京 東京都市大学自転車競技部
34 佐藤　伊織 13MU1602079 東　京 ボンシャンスACA
35 渡邊　　聡 14MM0900524 神奈川 イナーメ信濃山形
36 武野　泰明 14MM1600641 神奈川 Team BFY Racing
37 斎藤　啓太 14ME1802868 神奈川 天狗党
38 小貫　智紀 14ME1301694 神奈川 PHANTOM湘南
39 棈木　関二 14ME1900483 神奈川 Champion System Japan Test Team
40 上野　遼河 14MU2100294 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
41 小野寺　巽 14MU2100127 神奈川 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
42 大橋　正弥 16MU2001431 新　潟 新潟大学
43 鈴木　雄大 16MU2101507 新　潟 新潟大学
44 渡部　敬士 16MU2101508 新　潟 新潟大学
45 本田　竜介 16ME1301405 新　潟 F(t)麒麟山Racing
46 小関　創斗 06MU1802069 山　形 作新学院大学
47 管野　正明 07ME0901123 福　島 team Hanawa
48 下島　将輝 07ME1201451 福　島 team Hanawa
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　女子	5名　 30km（5周）	 10:01

　中学男子	16名　 30km（5周）	 12:46

女子 選手名 登録番号 登録車連 所属名
201 早川　法子 10FY2101138 群　馬 群馬県立伊勢崎興陽高等学校
202 千野あゆみ 11FE1800718 埼　玉 サイタマサイクルプロジェクト
203 渡部　春雅 14FJ1500249 神奈川 明治大学
204 本田　母映 16FE1600876 新　潟 F(t)麒麟山Racing
205 松﨑　光優 16FY2000540 新　潟 シュースイみどり福祉会

中学 選手名 登録番号 登録車連 所属名
301 松村　拓弥 10MY2100707 群　馬 群馬県自転車競技連盟
302 柴田　渓佑 09MY2000075 栃　木 ブラウ・ブリッツェン
303 生尾　　完 09MY2000094 栃　木 ブラウ・ブリッツェン
304 水上　央渉 09MY1602578 栃　木 ブラウ・ブリッツェン
305 田島　綾人 11MY2000743 埼　玉 埼玉ユース自転車競技部
306 新藤　大翔 11MY2100443 埼　玉 埼玉ユース自転車競技部
307 沢野　　司 11MY2000288 埼　玉 埼玉ユース自転車競技部
308 室伏　碧透 12MY1902224 千　葉 AVENTURA AIKOH TOYO VICTORIA RACING 
309 佐竹　清亮 13MB1601954 東　京 アラスカワークス
310 松尾幸太朗 14MY2101647 神奈川 Team BFY Racing
311 三浦　一真 14MY1902352 神奈川 Team BFY Racing
312 宮崎　拓史 14MY1901396 神奈川 COW GUMMA
313 野村　慧晴 14MY1902777 神奈川 AVENTURA VICTRIA RACING
314 望月　　蓮 15MY2001388 山　梨 AvenirYamanashiYamanakako
315 水谷　悠平 16MY2001922 新　潟 －
316 大石　哲平 21MY2100120 静　岡 静岡北中学校



- 9 -

　高校男子	112名　 60km（10周）	 12:45

高校 選手名 登録番号 登録車連 所属名
1 石田　航太 10MY1703516 群　馬 松山学院高等学校
2 北村　青空 10MJ1900057 群　馬 群馬県立前橋工業高等学校
3 吉田　陸人 10MJ2001043 群　馬 群馬県立前橋工業高等学校
4 佐藤　功基 10MY2001044 群　馬 群馬県立前橋工業高等学校
5 川野　佑隼 10MJ2001397 群　馬 群馬県立前橋工業高等学校
6 田村　空輝 10MJ2001045 群　馬 群馬県立前橋工業高等学校
7 中嶋　壱成 10MY2101024 群　馬 群馬県立高崎工業高等学校
8 圓谷　春希 10MY2101028 群　馬 群馬県立高崎工業高等学校
9 中島　脩吾 10MY2101030 群　馬 群馬県立高崎工業高等学校
10 石川　陽翔 10MY2001250 群　馬 群馬県立伊勢崎興陽高等学校
11 高橋　翔也 10MY2101735 群　馬 群馬県立伊勢崎興陽高等学校
12 大橋　亮介 10MJ1900073 群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校
13 下田　光起 10MJ2001344 群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校
14 細谷　晴和 10MJ2001379 群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校
15 羽鳥　　舜 10MJ2001392 群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校
16 橋本　雅史 10MY2100923 群　馬 群馬県立伊勢崎工業高等学校
17 戸塚　　空 10MJ2001391 群　馬 群馬県立渋川高等学校
18 本田　智久 10MY2001545 群　馬 群馬県立渋川高等学校
19 平石　淳裕 10MJ2100905 群　馬 群馬県立渋川高等学校
20 松島　煌和 10MY2100348 群　馬 COW GUMMA
21 吉田　愛斗 10MJ2000997 群　馬 群馬グリフィンエリート
22 菅谷　優太 08MJ2001602 茨　城 茨城県立取手第一高等学校
23 武井　響吾 08MJ2001300 茨　城 茨城県立取手第一高等学校
24 鈴木　智也 08MJ2001296 茨　城 茨城県立取手第一高等学校
25 緒方　将人 08MY2101429 茨　城 茨城県立取手第一高等学校
26 市村　颯大 08MY2100996 茨　城 茨城県立取手第一高等学校
27 五十嵐遥輝 08MY2100997 茨　城 茨城県立取手第一高等学校
28 萩谷　蒼風 08MY1900153 茨　城 ボンシャンス
29 髙橋郁威士 08MJ2100980 茨　城 茨城県立つくば工科高等学校
30 荒澤　太登 08MY2100896 茨　城 茨城県立つくば工科高等学校
31 髙田　颯天 09MJ1901421 栃　木 真岡工業高校
32 清水　大地 09MJ1901422 栃　木 真岡工業高校
33 杉山　　陸 09MJ1901423 栃　木 真岡工業高校
34 長島　知輝 09MJ2001247 栃　木 真岡工業高校
35 金澤　映幸 09MJ2001248 栃　木 真岡工業高校
36 篠崎　翔太 09MJ2000034 栃　木 ブラウ・ブリッツェン
37 小泉　響貴 11MJ1801072 埼　玉 浦和北高校
38 荒木　陽翔 11MJ2101674 埼　玉 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
39 茂呂佳名人 11MJ1600749 埼　玉 栄北高校
40 槇　　勇人 11MY1901026 埼　玉 埼玉ユース自転車競技部
41 渡辺　悠太 11MJ2100704 埼　玉 川口市自転車競技連盟
42 岩本　悠真 11MJ2101763 埼　玉 GREEN LIGHTS RACING TEAM
43 大森　虹亮 12MJ2100299 千　葉 BMレーシングZUNOW
44 菱沼　崇太 12MJ2001808 千　葉 敬愛学園高等学校
45 鈴木紳之助 13MJ1901017 東　京 LINKVISION GIRASOLE CYCLING
46 高橋　　翔 13MY1800785 東　京 cycleclub 3UP.
47 川田　翔太 13MY1700601 東　京 ボンシャンスACA
48 江角　　駿 13MJ1702902 東　京 Team Ukyo Reve
49 風間　大和 13MY1800847 東　京 淑徳巣鴨高校
50 福田　海響 13MY2100786 東　京 八王子実践高校
51 田中　遥翔 13MJ2001660 東　京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部
52 落合　康生 13MJ1701119 東　京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部
53 坂上　心都 13MJ2001662 東　京 東京都立八王子桑志高等学校自転車競技部
54 山下　　龍 13MY2100269 東　京 日本学園高等学校
55 本木　蔵人 13MY1900229 東　京 日本学園高等学校



- 10 -

高校 選手名 登録番号 登録車連 所属名
56 油井　牧志 13MY2100836 東　京 日本学園高等学校
57 加藤龍之介 13MY2100824 東　京 日本学園高等学校
58 上條　瑛輝 13MJ2001761 東　京 日本大学豊山高等学校 自転車部
59 近藤　拓人 13MY2001765 東　京 日本大学豊山高等学校 自転車部
60 松井　楓峨 13MJ1500778 東　京 日本大学豊山高等学校 自転車部
61 薮田　理恩 13MY2100311 東　京 日本大学豊山高等学校 自転車部
62 今井　海凪 13MJ2000036 東　京 成城高等学校自転車競技部
63 鈴木　啓太 13MJ2000810 東　京 成城高等学校自転車競技部
64 音山　颯祐 13MJ2100113 東　京 成城高等学校自転車競技部
65 佐々木　耀 13MJ2100114 東　京 成城高等学校自転車競技部
66 梶谷　栄太 13MJ2000051 東　京 成城高等学校自転車競技部
67 河内　優太 13MY2001697 東　京 成城高等学校自転車競技部
68 堀内　　光 13MY2100059 東　京 成城高等学校自転車競技部
69 冨澤　文太 13MY2100476 東　京 成城高等学校自転車競技部
70 大黒　元希 13MY2100650 東　京 成城高等学校自転車競技部
71 槇野　詠太 13MY2101196 東　京 成城高等学校自転車競技部
72 林　　伶音 14MJ1900249 神奈川 横浜高等学校
73 上原　代耀 14MJ2001471 神奈川 Team BFY Racing
74 藤本　元貴 14MJ2000465 神奈川 Promotion x Athletes CYCLING
75 山形　　駿 14MJ2001153 神奈川 保土ヶ谷高等学校
76 神原　颯太 14MJ2001797 神奈川 法政第二高等学校
77 藤島　悠平 14MJ1800428 神奈川 津久井高等学校
78 工藤　　輝 14MJ2001154 神奈川 保土ヶ谷高等学校
79 市川　悠士 14MY2001718 神奈川 保土ヶ谷高等学校
80 関口　拓真 14MY2001472 神奈川 深沢高等学校
81 池田　徳矢 14MY2101385 神奈川 法政第二高等学校
82 鈴木清之助 14MY2101953 神奈川 湘南工科大学付属高等学校
83 小野寺　要 14MY2100782 神奈川 麻溝台高等学校
84 矢島　開生 14MY2101243 神奈川 法政第二高等学校
85 谷口愼之介 14MY2101679 神奈川 保土ヶ谷高等学校
86 岩月諒太郎 14MY1800175 神奈川 湘南工科大学付属高等学校
87 奥野　朝陽 14MY2101384 神奈川 法政第二高等学校
88 竹田　天飛 14MY1803037 神奈川 保土ヶ谷高等学校
89 大橋淳之介 15MJ2001519 山　梨 甲府工業高等学校
90 風間　聡太 15MY2101053 山　梨 甲府工業高等学校
91 志方　春輝 15MY2101054 山　梨 甲府工業高等学校
92 保﨑　遥翔 15MY1802435 山　梨 甲府工業高等学校
93 柳澤　尚央 15MY2101055 山　梨 甲府工業高等学校
94 平井　大和 15MY2101056 山　梨 甲府工業高等学校
95 中田　匠映 15MY2101059 山　梨 甲府工業高等学校
96 風間　　樹 15MY2101062 山　梨 甲府工業高等学校
97 大塚　春人 15MY2101063 山　梨 甲府工業高等学校
98 永田　哲乙 15MJ2001415 山　梨 笛吹高等学校
99 細田　怜夢 15MY2101335 山　梨 笛吹高等学校
100 三枝　真啓 15MY2101337 山　梨 笛吹高等学校
101 石田　陽紀 16MY2001286 新　潟 吉田高校
102 村岡輪汰朗 16MY2001287 新　潟 吉田高校
103 藤原　央将 16MY2101380 新　潟 吉田高校
104 小山　士穏 16MY2101381 新　潟 吉田高校
105 宮路　崇史 16MY2101824 新　潟 吉田高校
106 佐藤　優月 16MY2001156 新　潟 新津工業高校
107 齊藤　　翔 16MY2001157 新　潟 新津工業高校
108 武石　風雅 16MY2101308 新　潟 新潟商業高校
109 山下　慶翔 07MY2001148 福　島 福島県立白河実業高等学校
110 阿部　巧弥 07MY2101153 福　島 福島県立白河実業高等学校
111 鈴木　文也 07MY2101155 福　島 福島県立白河実業高等学校
112 鈴木　元也 07MY2101156 福　島 福島県立白河実業高等学校
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順順位位 選選手手名名 都都県県名名 所所属属名名

1

2

3

［中学男子］6km×5周=30km

順順位位 選選手手名名 都都県県名名 所所属属名名

1

2

3

2021年10月24日（日）群馬サイクルスポーツセンター 6kmサーキット
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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 56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。


