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第　１　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位 第　５　位 第　６　位 第　７　位 第　８　位 備　　　考

１㎞ 比　佐　宝　太 邊　見　光　輝 大河原　　　厳 福　地　　　猛 藤　田　歩　夢 金　澤　　　陸 邊　見　竜　馬 大　島　　　龍
タイム・トライアル 学法石川高校 学法石川高校 学法石川高校 学法石川高校 修明高校 修明高校 学法石川高校 白河実業高校

1分07秒91 1分08秒53 1分08秒78 1分08秒88 1分09秒14 1分09秒17 1分09秒22 1分09秒26

比　佐　宝　太 鈴　木　貴　大 邊　見　光　輝 大　島　　　龍 大　橋　佑　太 生田目　亮　人 遠　藤　悠太郎 三　神　綾　矢 　記録は予選タイム

スプリント 学法石川高校 白河実業高校 学法石川高校 白河実業高校 学法石川高校 修明高校 平工業高校 平工業高校 １２年ぶり大会新記録

10秒72 10秒91 11秒32 11秒37 11秒76 12秒11 11秒54 11秒53 10秒72

石　井　祐　介 藤　田　歩　夢 大河原　　　厳 芹　沢　　　翔 中　路　孝　亮
４km速度競走 修明高校 修明高校 学法石川高校 平工業高校 白河実業高校

4分50秒23

３㎞ 芹　沢　　　翔 福　地　　　猛 大河原　　　厳 大　島　　　龍 邊　見　竜　馬 石　井　祐　介 金　澤　　　陸 大　谷　晃志郎
インディヴィデュアル 平工業高校 学法石川高校 学法石川高校 白河実業高校 学法石川高校 修明高校 修明高校 白河実業高校

パーシュート 3分39秒18 3分39秒62 3分39秒68 3分41秒45 3分43秒42 3分44秒83 3分48秒17 3分49秒19

16㎞ 金　澤　　　陸 柳　沼　涼　丘 五十嵐　　　綾 邊　見　竜　馬 西　牧　杏　恭 関　根　啓　太 最終スプリントの順位に

ポイント・レース 修明高校 学法石川高校 平工業高校 学法石川高校 学法石川高校 白河実業高校 より１・２位を決定

26点 26点 23点 18点 6点 0点

鈴　木　貴　大 比　佐　宝　太 斎　須　紳　也 邊　見　光　輝 三　神　綾　矢 藤　田　歩　夢 滝　沢　　　慧 中　路　孝　亮 ２位以下は着順

ケイリン 白河実業高校 学法石川高校 修明高校 学法石川高校 平工業高校 修明高校 学法石川高校 白河実業高校

11秒80

柳　沼　涼　丘 斎　須　紳　也 五十嵐　　　綾 大　橋　佑　太 関　根　啓　太 生田目　亮　人 安　江　永　遠 甲　賀　史　記 ２位以下は着順

スクラッチ 学法石川高校 修明高校 平工業高校 学法石川高校 白河実業高校 修明高校 学法石川高校 修明高校

7分45秒00

チーム 白河実業高校 学法石川高校 平工業高校 修明高校 最終周回でのタイムにより

スプリント 鈴木貴大・大島龍・大谷晃志郎 比佐宝太・邊見光輝・西牧杏恭 五十嵐綾・芹沢翔・三神綾矢 生田目亮人・渡辺晴也・甲賀史記 　２・３位を決定

1分06秒41 1分06秒59 1分06秒59 1分10秒66

チーム 学法石川高校 修明高校 ２年ぶり大会新記録

パーシュート 福地猛・大河原厳・柳沼涼丘・邊見竜馬 金澤陸・石井祐介・斎須紳也・藤田歩夢 4分30秒69

4分30秒69 4分32秒14

第　１　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位 第　５　位 第　６　位 第　７　位 第　８　位 備　　　考

１㎞ 佐久間　海　人 福　地　　　晶 柳　沼　鼓太朗 山　口　　　翼 北　野　峻　也 北　野　慶　樹 椎　名　啓　太 深　谷　駿　斗
タイム・トライアル 学法石川高校 学法石川高校 学法石川高校 白河実業高校 学法石川高校 白河実業高校 平工業高校 白河実業高校

1分15秒99 1分16秒79 1分21秒67 1分23秒47 1分25秒21 1分25秒38 1分25秒42 1分29秒10

２㎞ 佐久間　海　人 福　地　　　晶 柳　沼　鼓太朗 山　口　　　翼 北　野　慶　樹 北　野　峻　也 椎　名　啓　太 深　谷　駿　斗
インディヴィデュアル 学法石川高校 学法石川高校 学法石川高校 白河実業高校 白河実業高校 学法石川高校 平工業高校 白河実業高校

パーシュート 2分42秒14 2分49秒12 2分52秒28 2分53秒26 2分57秒76 2分58秒63 3分01秒16 3分03秒76
第　１　位 第　２　位 第　３　位 第　４　位 第　５　位 第　６　位 第　７　位 第　８　位 備　　　考

福　地　　　猛 大河原　　　厳 金　澤　　　陸 五十嵐　　　綾 大　島　　　龍 柳　沼　涼　丘 石　井　祐　介 邊　見　竜　馬
学法石川高校 学法石川高校 修明高校 平工業高校 白河実業高校 学法石川高校 修明高校 学法石川高校

1時間35分52秒79 1時間35分53秒11 1時間35分54秒02 1時間35分54秒30 1時間35分54秒49 1時間35分54秒90 1時間35分57秒64 1時間35分58秒83

遠　藤　悠太郎 佐久間　海　人 柳　沼　鼓太朗 福　地　　　晶 小山田　圭　太 北　野　峻　也 山　口　　　翼 北　野　慶　樹
平工業高校 学法石川高校 学法石川高校 学法石川高校 白河実業高校 学法石川高校 白河実業高校 白河実業高校

35分19秒81 35分20秒59 35分31秒87 36分02秒04 36分16秒31 36分34秒95 37分25秒65 37分33秒96

第　１　位 第　２　位 第　３　位 備　　　考

500ｍ 佐久間　美幸
タイム・トライアル 白河実業高校

46秒37

２㎞ 佐久間　美幸
インディヴィデュアル 白河実業高校

パーシュート 3分13秒31

スプリント

第　１　位 第　２　位 第　３　位 備　　　考

佐久間　美幸
白河実業高校

40分20秒18
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種　目／順　位

種　目／順　位

男子個人ロードレース

種　目／順　位

女子個人ロードレース
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種　目／順　位

実用車男子個人ロードレース

種　目／順　位

0

5 0 5 0

0

40 4 5 3 45

5 郡山萌世高校 0 5 5

5 岩瀬農業高校 0

65

3 白河実業高校 45 3

4 平工業高校

4 4 49

1 95

2 修明高校 57 2

1 学法石川高校 76 1

8 2

19

学　校　対　抗　成　績

総合
順位

学　　校　　名

トラック競技 ロード競技
総合
得点合計得点 順　位 合計得点 順位


