
 

 
 トラック：令和元年9月6日（金）～7日（土） 根占自転車競技場（周長333m） 

ロ ー ド：令和元年9月8日（日） 大隅広域特設ロード・レース・コース 

（男子40.7km＋24.2km×3周=113.3km）（女子40.7km＋24.2km×1周=64.9km）  Communiqué. No.41  

 
  
 

令和元年度 第 5４回全国都道府県対抗自転車競技大会 
 「燃ゆる感動かごしま国体自転車競技リハーサル大会」 

主 催：(公財)日本自転車競技連盟/鹿屋市・錦江町・南大隅町・肝付町 

鹿屋市実行委員会/錦江町実行委員会/肝付町実行委員会/南大隅町実行委員会 

主 管：県自転車競技連盟 

後 援：鹿児島県/鹿児島県教育委員会/燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会 

    (公財)鹿児島県体育協会/鹿屋市教育委員会/錦江町教育委員会/南大隅町教育委員会 

肝付町教育委員会/ (公財)JKA/南日本新聞社 

協 賛：桜観光そよ風 

 

入賞選手一覧

成年男子 少年男子 女子

１ｋｍタイムトライアル 500ｍタイムトライアル

順位 都道府県 氏名 記録 順位 都道府県 氏名 記録 順位 都道府県 氏名 記録

第１位 鳥取県 山根　将太 １分０２秒７１０ 大会新 第１位 茨城県 吉田　有希 １分０５秒２８３ 第１位 和歌山県 吉川　美穂 ３５秒９７７ 大会新

第２位 新潟県 治田　知也 １分０４秒０２６ 大会新 第２位 東京都 宇田川　塁 １分０６秒３３６ 第２位 鹿児島県 山本　さくら ３７秒１０３

第３位 鹿児島県 堀　航輝 １分０４秒６７９ 大会新 第３位 宮崎県 加藤　凱也 １分０６秒９９４ 第３位 熊本県 田中　夢菜 ３７秒８２３

第４位 福井県 岸田　剛 １分０５秒１８６ 第４位 京都府 四宮　寛人 １分０７秒２３６ 第４位 鳥取県 宮本　杏夏 ３８秒０７２

第５位 高知県 諸隈　健太郎 １分０６秒７０７ 第５位 和歌山県 石塚　慶一郎 １分０８秒４１３ 第５位 岐阜県 大野　風貴芽 ３８秒２６０

第６位 岡山県 服部　幸之助 １分０６秒７１２ 第６位 奈良県 宮田　龍一 １分０９秒１０４ 第６位 徳島県 藤原　春陽 ３８秒６１５

第７位 大分県 田仲　駿太 １分０７秒４１０ 第７位 福岡県 堀川　敬太郎 １分０９秒４２１ 第７位 宮崎県 岩元　美佳 ３８秒６２８

第８位 島根県 岡田　真 １分０７秒７５２ 第８位 山口県 猪俣　晶 １分０９秒６４１ 第８位 群馬県 河内　桜雪 ３８秒６８０

ケイリン

順位 都道府県 氏名 順位 都道府県 氏名

第１位 京都府 徳田　匠 第１位 熊本県 松本　秀之慎

第２位 鳥取県 山根　慶太 第２位 香川県 香西　高良

第３位 岡山県 昼田　達哉 第３位 宮崎県 今城　翔

第４位 東京都 小林　清仁 第４位 山口県 野村　賢

第５位 岐阜県 栗山　和樹 第５位 鹿児島県 下山　聖斗

第６位 愛媛県 森本　桂太郎 第６位 茨城県 吉岡　優太

第７位 石川県 山元　大夢 第７位 徳島県 小川　将二郎

第８位 大分県 長松　空吾 第８位 新潟県 二ノ宮　隆暉

ポイント・レース

順位 都道府県 氏名 記録 順位 都道府県 氏名 記録 順位 都道府県 氏名 記録

第１位 福井県 荒井　佑太 ６６点 第１位 熊本県 中村　栄杜 ５９点 第１位 福岡県 内野艶和 ３２点

第２位 岐阜県 永田　吏玖 ５２点 第２位 大阪府 天野　壮悠 ４２点 第２位 鹿児島県 上野　みなみ ２４点

第３位 群馬県 狩野　智也 ２１点 第３位 奈良県 山下　虎ノ亮 ３４点 第３位 岐阜県 橋本優弥 １８点

第４位 岡山県 矢部　駿人 １３点 第４位 山口県 伊藤　恭 １７点 第４位 鹿児島県 成海綾香 １０点

第５位 石川県 小村　悠樹 ２点 第５位 埼玉県 長川　達哉 １１点 第５位 奈良県 今西瑠花 ９点

第６位 和歌山県 仮屋　和駿 -１点 第６位 鹿児島県 永射　琢也 ８点 第６位 東京都 太郎田水桜 ５点

第７位 福岡県 貝原　涼太 -１１点 第７位 大分県 生野　優翔 ８点 第７位 京都府 石田唯 １点

第８位 東京都 長尾　宏樹 -５９点 第８位 鳥取県 美甘　星次郎 ６点 第８位 鳥取県 菅原朱音 -２０点

男子

スプリント タイムは予選（200mハロン）のタイム 4kmチーム・パーシュート

順位 都道府県 氏名 記録 順位 都道府県 氏名 氏名 氏名 氏名 記録

第１位 福岡県 梶原　海斗 １０秒５１４ 大会新 第１位 岐阜県 棚瀬　義大 永田　吏玖 日比野　丈 安達　光伸 ４分２８秒２１９

第２位 茨城県 橋本　壮史 １０秒６７６ 大会新 第２位 福井県 荒井　佑太 齋藤　知樹 中島　康晴 片岡　遼真 ４分３０秒０７２

第３位 愛媛県 真鍋　智寛 １０秒７１２ 大会新 第３位 鹿児島県 冨尾　大地 原田　裕成 永射　琢也 石橋　慧悟 ４分３３秒７９３

第４位 鳥取県 保田　浩輔 １０秒６２５ 大会新 第４位 京都府 四宮　寛人 川村　峻輝 安井　悠真 吉田　圭吾 ４分３９秒８６６

第５位 三重県 伊藤　京介 １１秒０４０ 第５位 熊本県 谷口　翔太郎 松本　秀之慎 中村　栄杜 前田　大騎 ４分４４秒９４８

第６位 東京都 大喜多　将 １０秒８８７ 第６位 大阪府 天野　壮悠 矢萩　悠也 沖本　拓己 松下　龍己 ４分４５秒７２０

第７位 鹿児島県 原田　裕成 １０秒８５３ 第７位 奈良県 岩田　聖矢 岡本　晴毅 宮田　龍一 山下　虎ノ亮 ４分４７秒４８８

第８位 大分県 長松　大祐 １１秒２２３ 第８位 香川県 香西　高良 林　篤輝 小原　駿典 山﨑　孝太朗 ４分５０秒９７３

チーム・スプリント

順位 都道府県 氏名 氏名 氏名 記録 順位 都道府県 氏名 氏名 記録

第１位 鳥取県 山根　将太 保田　浩輔 山根　慶太 １分０３秒４６３ 第１位 鹿児島県 上野　みなみ 山本　さくら ４８秒０００

第２位 新潟県 治田　知也 滝本　幸正 二ノ宮　隆暉 １分０３秒８５０ 第２位 岐阜県 橋本　優弥 大野　風貴芽 ４９秒３３３

第３位 茨城県 橋本　壮史 吉岡　優太 吉田　有希 １分０４秒９９５ 第３位 福岡県 金田　舞夏 内野　艶和 ４９秒８２５

第４位 福岡県 梶原　海斗 堀川　敬太郎 貝原　涼太 １分０６秒１９３ 第４位 熊本県 田中　夢菜 中村　鈴花 ５０秒５１４

第５位 岡山県 田中　克尚 昼田　達哉 服部　幸之助 １分０６秒５１２ 第５位 石川県 北方　紗綾香 又多　風緑 ５０秒８８３

第６位 東京都 宇田川　塁 小林　清仁 納家　一樹 １分０６秒６４３ 第６位 宮崎県 平部　莉彩 岩元　美佳 ５０秒８９７

第７位 愛媛県 真鍋　智寛 森本　桂太郎 増田　伊吹 １分０６秒９３４ 第７位 徳島県 川上　唯 藤原　春陽 ５１秒０７７

第８位 石川県 山元　大夢 白井　輝 浦　幸太郎 １分０７秒３０９ 第８位 京都府 寸田　桜 石田　唯 ５１秒４１６

個人ロード・レース 男子総合 女子総合

順位 都道府県 氏名 順位 都道府県 氏名 順位 都道府県 記録 順位 都道府県 記録

第１位 山口県 白石　真悟 第１位 京都府 石田　唯 第１位 鳥取県 45 第１位 鹿児島県 40

第２位 福井県 中島　康晴 第２位 福岡県 内野　艶和 第２位 福井県 41 第２位 岐阜県 30

第３位 大阪府 天野　壮悠 第３位 岐阜県 橋本　優弥 第３位 岐阜県 38 第３位 福岡県 27

第４位 群馬県 狩野　智也 第４位 和歌山県 吉川　美穂 第４位 鹿児島県 38

第５位 鹿児島県 冨尾　大地 第５位 東京都 太郎田　水桜 第５位 茨城県 36

第６位 岐阜県 棚瀬　義大 第６位 鹿児島県 上野　みなみ 第６位 新潟県 29

第７位 島根県 糸川　典往 第７位 鹿児島県 成海　綾香 第７位 熊本県 28

第８位 鹿児島県 石橋　慧悟 第８位 奈良県 今西　瑠花 第８位 京都府 28

競技委員長. 


