
主 催：(公財)日本スポーツ協会・文部科学省・茨城県・ (公財)日本自転車競技連盟・取手市・つくば市 

 

 
  
 

ロ ー ド：令和元年9月29日(日) つくば市特設ロード・レース・コース 
(成年男子：115km・少年男子：92km・女子：46km)  

トラック：令和元年9月30日(月)～10月 3日(木) 取手市 取手競輪場(周長400m)    Communiqué. No. 1       

  
 Commissaires Panel           

自転車競技会 

 ・  監督　 選手変更 2019/9/28 15: 30

少年男子

種　 目 都道府県 →

神奈川県 58 伊澤 将也 横浜高等学校 → 58 五十嵐 洸太 横浜高等学校

長崎県 181 氏山 和弥 長崎県立鹿町工業高等学校 → 181 竹嵜 勇斗 長崎県立鹿町工業高等学校

宮城県 17 高木 駿 東北高等学校 → 17 木村 佑来 仙台市立仙台商業高等学校

山口県 150 宮野 拓斗 誠英高等学校 → 150 細野 拓海 誠英高等学校

埼玉県 46 川崎 三織 栄北高等学校 → 46 長川 達哉 叡明高等学校

宮崎県 197 堀北 大和 宮崎県立都城工業高等学校 → 197 前畠 伶哉 宮崎県立都城工業高等学校

大分県 191 佐藤 礼二郎 大分県立日出総合高等学校 → 191 熊埜御堂 璃緒 大分県立日出総合高等学校

宮崎県 195 今城 翔 宮崎県立宮崎農業高等学校 → 195 竹内 流星 宮崎県立都城工業高等学校

埼玉県 20 川崎 三織 栄北高等学校 → 20 長川 達哉 叡明高等学校

神奈川県 26 伊澤 将也 横浜高等学校 → 26 五十嵐 洸太 横浜高等学校

長野県 32 山田 拓海 長野県飯田風越高等学校 → 32 田中 裕一郎 長野県松本工業高等学校

愛知県 42 津田 悠義 愛知県立三好高等学校 → 42 纐纈 洸翔 愛知産業大学工業高等学校

山口県 64 宮野 拓斗 誠英高等学校 → 64 細野 拓海 誠英高等学校

成年男子

種　 目 都道府県 →

青森県 8 大川 剛 八戸学院大学 → 8 立花 昌也 日本大学

岩手県 13 向井田 直 京都大学 → 13 伊藤 大地 東芝メ モリ 岩手（ 株）

富山県 82 南儀 拓海 日本大学 → 82 志田 龍星 朝日大学

静岡県 96 松本 京太 日本体育大学 → 96 青島 敬佑 法政大学

佐賀県 182 佐藤 和輝 久留米大学 → DNS

福岡県 177 今村 駿介 中央大学 → 177 橋本 陸 中央大学

岩手県 10 中野 慎詞 早稲田大学 → 10 佐々木 裕太 朝日大学

鹿児島県 204 髙良 柊也 鹿屋体育大学 → 204 細田 悠太 早稲田大学

新潟県 73 岩瀬 照 LEOMO Bel l mar e r aci ng t eam → 73 北原 知樹 新潟大学

熊本県 191 滿田 光紀 日本体育大学 → 191 栗原 悠 日本大学

北海道 1 中川 拳 早稲田大学 → DNS

北海道 1 中川 拳 早稲田大学 → DNS

岩手県 6 向井田 直 京都大学 → 6 伊藤 大地 東芝メ モリ 岩手（ 株）

新潟県 31 岩瀬 照 LEOMO Bel l mar e r aci ng t eam → 31 北原 知樹 新潟大学

佐賀県 75 佐藤 和輝 久留米大学 → DNS

熊本県 78 滿田 光紀 日本体育大学 → 78 栗原 悠 日本大学

男子

種　 目 都道府県 →

青森県 8 大川 剛 八戸学院大学 → 8 立花 昌也 日本大学

岩手県 10 中野 慎詞 早稲田大学 → 10 佐々木 裕太 朝日大学

宮城県 17 高木 駿 東北高等学校 → 17 木村 佑来 仙台市立仙台商業高等学校

富山県 82 南儀 拓海 日本大学 → 82 志田 龍星 朝日大学

静岡県 96 松本 京太 日本体育大学 → 96 青島 敬佑 法政大学

長崎県 181 氏山 和弥 長崎県立鹿町工業高等学校 → 181 竹嵜 勇斗 長崎県立鹿町工業高等学校

大分県 191 佐藤 礼二郎 大分県立日出総合高等学校 → 191 熊埜御堂 璃緒 大分県立日出総合高等学校

宮崎県 195 今城 翔 宮崎県立宮崎農業高等学校 → 195 竹内 流星 宮崎県立都城工業高等学校

宮崎県 197 堀北 大和 宮崎県立都城工業高等学校 → 197 前畠 伶哉 宮崎県立都城工業高等学校

北海道 1 中川 拳 早稲田大学 → DNS

岩手県 13 向井田 直 京都大学 → 13 伊藤 大地 東芝メ モリ 岩手（ 株）

埼玉県 46 川崎 三織 栄北高等学校 → 46 長川 達哉 叡明高等学校

神奈川県 58 伊澤 将也 横浜高等学校 → 58 五十嵐 洸太 横浜高等学校

新潟県 73 岩瀬 照 LEOMO Bel l mar e r aci ng t eam → 73 北原 知樹 新潟大学

山口県 150 宮野 拓斗 誠英高等学校 → 150 細野 拓海 誠英高等学校

福岡県 177 今村 駿介 中央大学 → 177 橋本 陸 中央大学

熊本県 191 滿田 光紀 日本体育大学 → 191 栗原 悠 日本大学

鹿児島県 204 髙良 柊也 鹿屋体育大学 → 204 細田 悠太 早稲田大学

女子選手

種　 目 都道府県 →

熊本県 72 西島 叶子 日本競輪選手養成所 → 72 中村 鈴花 熊本市立千原台高等学校

熊本県 72 西島 叶子 日本競輪選手養成所 → 72 中村 鈴花 熊本市立千原台高等学校

滋賀県 18 大坂 智加 （ 株） 岩井商会 → DNS

奈良県 21 片山 葉月 奈良県立奈良北高等学校 → 21 今西 瑠花 奈良県立榛生昇陽高等学校

宮崎県 31 岩元 杏奈 日本体育大学 → 31 岩元 美佳 宮崎県立都城工業高等学校
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