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期　日　：　平成 年 月 日（月）

会　場　：　佐世保競輪場（佐世保市）

〔　タイムテーブル　〕

受付

自由練習 ～

競技役員・補助員打合せ

開会式

競　　技

フライング タイム・トライアル

タイム・トライアル決勝

ケイリン決勝

スクラッチ決勝

昼　休　憩

スプリント 決勝戦

インディビデュアル・パーシュート順位決定戦

スプリント 位決定戦

スプリント ・ 位決定戦

スプリント 決勝

閉会式

※　競技進行の都合上、上記時間は変更になることがある。その場合は場内の
　 放送で連絡を行う。

平成 年度長崎県高等学校新人体育大会　自転車競技大会



　フライング タイム・トライアル

出走順
ﾍﾙﾒｯﾄ

ＩＤ 選手名 ﾖﾐ 学校名 学年 タイム 順位
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ

出場

平瀨　光喜 ﾋﾗｾ ｺｳｷ 鹿町工

朝長　直哉 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 鹿町工 ○

原　将実 ﾊﾗ ﾏｻﾐ 鹿町工

山内　達也 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾔ 鹿町工

今里　寿志 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋｻｼ 鹿町工 ○

鶴田　尭大 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鹿町工 ○

寶亀 稜太朗 ﾎｳｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工 ○

氏山　和弥 ｳｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 鹿町工

松本　光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 鹿町工

松尾　勇斗 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 鹿町工 ○

川原　清雅 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｶﾞ 鹿町工 ○

渡邉　安慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｼﾞ 鹿町工 ○

金子　嵩治 ｶﾈｺ ｼｭｳｼﾞ 鹿町工

竹山　斗夢 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾑ 鹿町工

木田　宇龍 ｷﾀﾞ ｳﾘｭｳ 鹿町工 ○

中西　真那斗 ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ 鹿町工

川中　颯 ｶﾜﾅｶ ｿｳ 鹿町工 ○

松本　敬之 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 鹿町工

主　管 ： 長崎県高等学校体育連盟 自転車競技専門部

大会記録　 秒 　松田 幸貴（鹿町工）

平成 年度 長崎県高等学校新人体育大会 自転車競技

期日：平成 年 月 日（月）　トラック競技 ： 佐世保競輪場

主　催 ： 長崎県高等学校体育連盟　　長崎県教育委員会

後　援 ： 長崎県　（公財）長崎県体育協会　 佐世保市　 佐世保市教育委員会

　　 　　長崎県自転車競技連盟
Nagasaki



　　 タイム・トライアル決勝 大会記録　 　山内健治（鹿町工）

組
ﾍﾙﾒｯﾄ

選手名 ヨミ 学校 学年 タイム 順位

平瀨　光喜 ﾋﾗｾ ｺｳｷ 鹿町工

山内　達也 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾔ 鹿町工

松本　敬之 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 鹿町工

原　将実 ﾊﾗ ﾏｻﾐ 鹿町工

松尾　勇斗 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 鹿町工

寶亀 稜太朗 ﾎｳｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工

鶴田　尭大 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鹿町工

今里　寿志 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋｻｼ 鹿町工

川原　清雅 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｶﾞ 鹿町工

朝長　直哉 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 鹿町工

金子　嵩治 ｶﾈｺ ｼｭｳｼﾞ 鹿町工

中西　真那斗 ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ 鹿町工

松本　光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 鹿町工

氏山　和弥 ｳｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 鹿町工

渡邉　安慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｼﾞ 鹿町工

竹山　斗夢 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾑ 鹿町工

木田　宇龍 ｷﾀﾞ ｳﾘｭｳ 鹿町工

川中　颯 ｶﾜﾅｶ ｿｳ 鹿町工

主　催 ： 長崎県高等学校体育連盟　　長崎県教育委員会

後　援 ： 長崎県　（公財）長崎県体育協会　 佐世保市　 佐世保市教育委員会

　　 　　長崎県自転車競技連盟

主　管 ： 長崎県高等学校体育連盟 自転車競技専門部

平成 年度 長崎県高等学校新人体育大会 自転車競技

期日：平成 年 月 日（月）　トラック競技 ： 佐世保競輪場

Nagasaki

4



　ケイリン 決勝

ﾍﾙﾒｯﾄ
ｺｰｽ 氏　名 ヨミ 学校 学年 順位

原　将実 ﾊﾗ ﾏｻﾐ 鹿町工

朝長　直哉 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 鹿町工

寶亀 稜太朗 ﾎｳｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工

今里　寿志 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋｻｼ 鹿町工

松尾　勇斗 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 鹿町工

川原　清雅 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｶﾞ 鹿町工

渡邉　安慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｼﾞ 鹿町工

鶴田　尭大 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鹿町工

木田　宇龍 ｷﾀﾞ ｳﾘｭｳ 鹿町工

川中　颯 ｶﾜﾅｶ ｿｳ 鹿町工

　 スクラッチ決勝

ﾍﾙﾒｯﾄ
氏名 ヨミ 学校 学年 着順 周回 順位

山内　達也 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾔ 鹿町工

平瀨　光喜 ﾋﾗｾ ｺｳｷ 鹿町工

松本　光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 鹿町工

金子　嵩治 ｶﾈｺ ｼｭｳｼﾞ 鹿町工

氏山　和弥 ｳｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 鹿町工

竹山　斗夢 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾑ 鹿町工

中西　真那斗 ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ 鹿町工

松本　敬之 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 鹿町工

主　管 ： 長崎県高等学校体育連盟 自転車競技専門部

タイム： 

後　援 ： 長崎県　（公財）長崎県体育協会　 佐世保市　 佐世保市教育委員会

平成 年度 長崎県高等学校新人体育大会 自転車競技

タイム

期日：平成 年 月 日（月）　トラック競技 ： 佐世保競輪場

主　催 ： 長崎県高等学校体育連盟　　長崎県教育委員会

　　 　　長崎県自転車競技連盟
Nagasaki
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　スプリント 決勝
各組勝者は決勝へ　敗者は ・ 位決定戦へ

組
ﾍﾙﾒｯﾄ

選手名 ヨミ 所　属 学年 タイム 順位

朝長　直哉 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 鹿町工

寶亀 稜太朗 ﾎｳｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工

鶴田　尭大 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鹿町工

今里　寿志 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋｻｼ 鹿町工

　スプリント 位決定戦

組
ﾍﾙﾒｯﾄ

選手名 ヨミ 所　属 学年 タイム 順位

渡邉　安慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｼﾞ 鹿町工

松尾　勇斗 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 鹿町工

川原　清雅 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｶﾞ 鹿町工

木田　宇龍 ｷﾀﾞ ｳﾘｭｳ 鹿町工

　スプリント ・ 位決定戦

組
ﾍﾙﾒｯﾄ

選手名 ヨミ 所　属 学年 タイム 順位

寶亀 稜太朗 ﾎｳｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工

鶴田　尭大 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鹿町工 　

　スプリント決勝

組
ﾍﾙﾒｯﾄ

選手名 ヨミ 所　属 学年 タイム 順位

朝長　直哉 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 鹿町工 　

今里　寿志 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋｻｼ 鹿町工

順位 選手名 ヨミ 所　属 学年

朝長　直哉 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 鹿町工

今里　寿志 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋｻｼ 鹿町工

鶴田　尭大 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鹿町工

寶亀 稜太朗 ﾎｳｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工

渡邉　安慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｼﾞ 鹿町工

松尾　勇斗 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 鹿町工

川原　清雅 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｶﾞ 鹿町工

木田　宇龍 ｷﾀﾞ ｳﾘｭｳ 鹿町工

　　 　　長崎県自転車競技連盟

主　管 ： 長崎県高等学校体育連盟 自転車競技専門部

平成 年度 長崎県高等学校新人体育大会 自転車競技

期日：平成 年 月 日（月）　トラック競技 ： 佐世保競輪場

主　催 ： 長崎県高等学校体育連盟　　長崎県教育委員会

後　援 ： 長崎県　（公財）長崎県体育協会　 佐世保市　 佐世保市教育委員会

Nagasaki



　 インディビデュアル・パーシュート 順位決定戦
大会記録　 古賀 友康 鹿町工3年

組
ﾍﾙﾒｯﾄ

選手名 ヨミ 学校 学年 タイム 順位

山内　達也 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾔ 鹿町工

原　将実 ﾊﾗ ﾏｻﾐ 鹿町工

平瀨　光喜 ﾋﾗｾ ｺｳｷ 鹿町工

氏山　和弥 ｳｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 鹿町工

松本　光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 鹿町工

中西　真那斗 ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ 鹿町工

竹山　斗夢 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾑ 鹿町工

金子　嵩治 ｶﾈｺ ｼｭｳｼﾞ 鹿町工

松本　敬之 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 鹿町工

主　催 ： 長崎県高等学校体育連盟　　長崎県教育委員会

後　援 ： 長崎県　（公財）長崎県体育協会　 佐世保市　 佐世保市教育委員会

　　 　　長崎県自転車競技連盟

主　管 ： 長崎県高等学校体育連盟 自転車競技専門部

平成 年度 長崎県高等学校新人体育大会 自転車競技

期日：平成 年 月 日（月）　トラック競技 ： 佐世保競輪場

Nagasaki



参加者・参加種目一覧

ﾍﾙﾒｯﾄ
選手名 よみ 学校名 学年

金子　嵩治 ｶﾈｺ ｼｭｳｼﾞ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

朝長　直哉 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

松本　敬之 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

寶亀 稜太朗 ﾎｳｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

山内　達也 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾂﾔ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

鶴田　尭大 ﾂﾙﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

原　将実 ﾊﾗ ﾏｻﾐ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

平瀨　光喜 ﾋﾗｾ ｺｳｷ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

松尾　勇斗 ﾏﾂｵ ﾕｳﾄ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

渡邉　安慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝｼﾞ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

氏山　和弥 ｳｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

松本　光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｶﾙ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

今里　寿志 ｲﾏｻﾞﾄ ﾋｻｼ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

川原　清雅 ｶﾜﾊﾗ ｾｲｶﾞ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

中西　真那斗 ﾅｶﾆｼ ﾏﾅﾄ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

川中　颯 ｶﾜﾅｶ ｿｳ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

木田　宇龍 ｷﾀﾞ ｳﾘｭｳ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

竹山　斗夢 ﾀｹﾔﾏ ﾄﾑ 鹿町工 ○ ○ ○ ○

種目略記号

： フライング タイム・トライアル　　　 ： タイム・トライアル

： スプリント　　　 ： ケイリン　　　 ： スクラッチ

： インディビデュアル・パーシュート（個人追い抜き競走）　ジュニア男子

スプリントの対戦はスプリント出場希望者のうち、フライング タイムトライアルの上位

名によって 決勝から行う。また、 位決定戦については同様に 位の選手で実施する。

主　催 ： 長崎県高等学校体育連盟　　長崎県教育委員会
後　援 ： 長崎県　（公財）長崎県体育協会　 佐世保市　 佐世保市教育委員会
　　 　　長崎県自転車競技連盟
主　管 ： 長崎県高等学校体育連盟 自転車競技専門部

平成 年度 長崎県高等学校新人体育大会 自転車競技

期日：平成 年 月 日（月）　トラック競技 ： 佐世保競輪場

Nagasaki



順位 氏名 所属 学年 記録 備考

スプリント

位 朝長　直哉 鹿町工業

位 今里　寿志 鹿町工業

位 鶴田　尭大 鹿町工業

タイム・トライアル

位 平瀨　光喜 鹿町工業 分 秒

位 山内　達也 鹿町工業 分 秒

位 松本　敬之 鹿町工業 分 秒

ケイリン

位 原　将実 鹿町工業

位 朝長　直哉 鹿町工業

位 寶亀 稜太朗 鹿町工業

インディビデュアル・パーシュート

位 山内　達也 鹿町工業 分 秒

位 原　将実 鹿町工業 分 秒

位 平瀨　光喜 鹿町工業 分 秒

スクラッチ（ ）

位 山内　達也 鹿町工業

位 平瀨　光喜 鹿町工業

位 松本　光 鹿町工業

平成 年度長崎県高等学校総合体育大会自転車競技大会 入賞者一覧


