
文部科学大臣杯 第 77 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
トラック：2022年9月1日（木）～３日（土） ロード：９月４日（日）

トラック競技：鹿児島県 根占自転車競技場(333.33m)  ロード競技：鹿児島県肝属郡錦江町及び南大隅町 特設周回コース1周24.2km             主
催： 日本学生自転車競技連盟          共催：(公財）日本自転車競技連盟      鹿児島県自転車競技連盟
後 援： スポーツ庁   鹿児島県    公益財団法人鹿児島県スポーツ協会   錦江町     南大隅町     燃ゆる感動かごしま国体錦江町実行委員会
     燃ゆる感動かごしま国体南大隅町実行委員会    
協 賛：(公財)JKA       (公社)全国競輪施行者協議会     （一社）日本競輪選手会    井上ゴム工業株式会社     株式会社パールイズミ
     WIN AND WIN CO., LTD.（WIAWIS）      セイコータイムクリエーション株式会社   株式会社クレーマージャパン    株式会社ＮＩＰＰＯ
     日本新薬株式会社         社会福祉法人白鳩会          株式会社垂水温泉鶴田        有限会社フレッシュ吹上・黒川農園
協 力：錦江警察署      肝属地区消防組合南部消防署      国立大学法人鹿屋体育大学      南大隅高校自転車競技部       日直商会株式会社

   ブリヂストンサイクル株式会社      南九州スバル株式会社   錦江中学校           田代中学校  順不同） COMMUNIQUÉ - 49

レースの結果はホームページでも公開しています。 http:// jicf.info/

47. 女子個人ロードレース･スタートリスト
DISTANCE: 72.6 Km

Number of entrants: 21 RidersNumber of starters: 89
BIB 氏名 チーム Name 学年 DNS

1 201 成海　　綾香 鹿屋体育大学 NARUMI, Ayaka 4
2 202 岩元　　美佳 鹿屋体育大学 IWAMOTO, Mika 1
3 203 川本　　莉子 鹿屋体育大学 KAWAMOTO, Riko 1
4 204 阿部　　花梨 順天堂大学 ABE, Karin 4
5 205 沢登　　香里 順天堂大学 SAWANOBORI, Kaori 2
6 206 田中　　杏奈 順天堂大学 TANAKA, Anna 1
7 207 山本　　侑果 東京都立大学 YAMAMOTO, Yuka 4
8 208 中富　　千晴 東京都立大学 NAKATOMI, Chiharu 2
9 209 中川　　由理 日本大学 NAKAGAWA Yuri 4

10 210 太郎田　水桜 法政大学 TAROUDA, Mio 4
11 211 野寺　　梓 法政大学 NODERA, Azusa 4
12 212 阿部　　セラ 法政大学 ABE, Sera 3
13 213 船橋　　星来 法政大学 FUNABASHI, Sera 2
14 214 濱口　　夕海 法政大学 HAMAGUCHI, Yumi 1
15 215 渡部　　春雅 明治大学 WATABE, Kasuga 2
16 216 大蔵　　こころ 早稲田大学 OHKURA, Kokoro 1
17 217 岩元　　杏奈 日本体育大学 IWAMOTO, Anna 4
18 218 川口　　うらら 日本体育大学 KAWAGUCHI, Urara 4
19 219 石田　　明莉 日本体育大学 ISHIDA, Akari 1
20 220 大野　　風貴芽 日本体育大学 ONO, Fukime 1
21 221 荒木　　杏樹 立命館大学 ARAKI, Anju 4

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



文部科学大臣杯 第 77 回 全日本大学対抗選手権自転車競技大会
トラック：2022年9月1日（木）～３日（土） ロード：９月４日（日）

トラック競技：鹿児島県 根占自転車競技場(333.33m)  ロード競技：鹿児島県肝属郡錦江町及び南大隅町 特設周回コース1周24.2km             主
催： 日本学生自転車競技連盟          共催：(公財）日本自転車競技連盟      鹿児島県自転車競技連盟
後 援： スポーツ庁   鹿児島県    公益財団法人鹿児島県スポーツ協会   錦江町     南大隅町     燃ゆる感動かごしま国体錦江町実行委員会
     燃ゆる感動かごしま国体南大隅町実行委員会    
協 賛：(公財)JKA       (公社)全国競輪施行者協議会     （一社）日本競輪選手会    井上ゴム工業株式会社     株式会社パールイズミ
     WIN AND WIN CO., LTD.（WIAWIS）      セイコータイムクリエーション株式会社   株式会社クレーマージャパン    株式会社ＮＩＰＰＯ
     日本新薬株式会社         社会福祉法人白鳩会          株式会社垂水温泉鶴田        有限会社フレッシュ吹上・黒川農園
協 力：錦江警察署      肝属地区消防組合南部消防署      国立大学法人鹿屋体育大学      南大隅高校自転車競技部       日直商会株式会社

   ブリヂストンサイクル株式会社      南九州スバル株式会社   錦江中学校           田代中学校  順不同） COMMUNIQUÉ - 50

レースの結果はホームページでも公開しています。 http:// jicf.info/

48. 男子個人ロードレース･スタートリスト
DISTANCE: 145.2 Km

Number of entrants: 155 Riders
BIB 氏名 チーム DNS BIB 氏名 チーム DNS BIB 氏名 チーム
1 兒島　　直樹 日本大学 60 塩谷　　真一朗 法政大学 116 福田　　一輝 朝日大学

3 仮屋　　和駿 日本大学 61 堀北　　大和 法政大学 118 初川　　弘浩 中京大学

4 谷　　　彰太 日本大学 62 宇佐美　颯基 明治大学 119 大岩　　広輝 中京大学

5 北宅　　柊麻 日本大学 63 白尾　　雄大 明治大学 120 小森　　悠音 中京大学

7 岡本　　勝哉 日本大学 64 村上　　裕二郎 明治大学 121 石田　　智大 中京大学

8 北嶋　　桂大 日本大学 65 林原　　聖真 明治大学 122 酒井　　翔伍 中京大学

9 森本　　凜太郎 日本大学 66 小泉　　響貴 明治大学 123 能登　　滉太 京都大学

10 菅野　　蒼羅 日本大学 67 小久保　瑠惟 明治大学 124 谷内　　健太 京都産業大学

11 伊東　　昴 筑波大学 68 永野　　昇海 明治大学 125 吉田　　圭吾 京都産業大学

12 笹川　　悠汰 作新学院大学 69 松井　　夢源 明星大学 126 上野　　颯斗 京都産業大学

13 松本　　輝 作新学院大学 70 齋藤　　一輝 明星大学 128 廣中　　聖 京都産業大学

14 髙田　　楓雅	 作新学院大学 71 青島　　冬弥 明星大学 129 矢萩　　悠也 京都産業大学

15 重田　　倫一郎 作新学院大学 72 高田　　堅斗 明星大学 130 中村　　栄杜 京都産業大学

16 小林　　翔真 作新学院大学 73 仙洞田　雄大 明星大学 131 田村　　一暉 京都産業大学

17 小関　　創斗 作新学院大学 74 反保　　亮太 明星大学 132 奥田　　丈翔 京都産業大学

19 髙田　　颯天 作新学院大学 75 小森　　継心 明星大学 133 水上　　隆助 同志社大学

20 左田　　龍脩 作新学院大学 76 阿部　　耀介 立教大学 134 天野　　壮悠 同志社大学

21 横矢　　峻 埼玉大学 77 石井　　望 立教大学 135 谷口　　翔太郎 同志社大学

22 重田　　恵杜 順天堂大学 78 中島　　渉 立教大学 136 清水　　稜太郎 明治国際医療大学

23 園田　　大智 順天堂大学 79 外園　　晋之介 立教大学 137 弥村　　皆斗 立命館大学

24 塩出　　皓成 順天堂大学 80 山田　　拓海 早稲田大学 138 沖本　　拓己 立命館大学

25 渡邉　　和貴 順天堂大学 81 石田　　眞大 早稲田大学 139 高本　　亮太 立命館大学

26 菅原　　聡 順天堂大学 82 中野　　大詞 早稲田大学 DNS 140 榎木　　啓樹 立命館大学

27 中島　　壮琉 順天堂大学 83 美甘　　星次郎 早稲田大学 141 松井　　丈治 立命館大学

28 大前　　翔 慶應義塾大学 84 大仲　　凜功 早稲田大学 142 山本　　拓海 龍谷大学

29 小原　　慧 慶應義塾大学 85 神村　　泰輝 早稲田大学 143 大日方　将人 大阪大学

30 吉田　　直 慶應義塾大学 86 松本　　陸 東海大学 DNS 144 西崎　　凌平 大阪大学

31 西村　　行生 慶應義塾大学 87 齋藤　　祥樹 東海大学 145 中﨑　　晴仁 大阪大学

32 佐藤　　岳 慶應義塾大学 88 宮谷　　真白 東海大学 146 尾崎　　祐司 大阪医科薬科大学

33 山田　　壮太郎 慶應義塾大学 DNS 89 高山　　可愛 東海大学 147 宮﨑　　健太 大阪経済大学

34 佐藤　　寛朗 駒澤大学 90 川田　　真也 日本体育大学 148 梶塚　　力斗 大阪産業大学

35 宮本　　秋哉 駒澤大学 91 松原　　颯祐 日本体育大学 149 小西　　優太郎 大阪産業大学

37 中村　　龍吉 中央大学 92 北村　　翔太 日本体育大学 150 吉田　　壮良 大阪産業大学

38 津石　　康平 中央大学 93 比嘉　　祐貴 日本体育大学 151 副島　　達海 大阪産業大学

39 五十嵐　洸太 中央大学 94 藤井　　涼介 日本体育大学 152 至田　　恵人 関西大学

40 中西　　壮二郎 中央大学 96 玉城　　翔太 日本体育大学 153 森山　　大吾 関西大学

41 岩田　　聖矢 中央大学 97 福田　　晃司 日本体育大学 154 藤田　　黎明 関西大学

42 留目　　夕陽 中央大学 99 泉　　　颯太 日本体育大学 155 平井　　杏周 関西大学

43 釜田　　佳典 中央大学 100 檜村　　奏太 新潟食料農業大学 156 山岸　　正汰 関西大学

44 山下　　虎ノ亮 中央大学 101 酒井　　章剛 新潟食料農業大学 157 古賀　　仁誠 関西大学

45 小島　　誠太 東京大学 102 二森　　息吹 新潟食料農業大学 158 山口　　健士郎 関西大学

46 吉田　　頌 東京大学 103 若月　　隆真 山梨学院大学 159 坊　　　紳 近畿大学

47 篠﨑　　蒼平 東京大学 104 井上　　智巴 信州大学 160 吉田　　晴登 徳島大学

48 長坂　　和輝 東京大学 105 辻本　　青矢 信州大学 161 武智　　光 愛媛大学

49 吉田　　英生 東京工業大学 106 山内　　渉 信州大学 162 岡山　　優太 福岡大学

50 阿見寺　俊哉 東京都市大学 107 山浦　　秀明 松本大学 DNS 163 石丸　　幸士郎 福岡大学

51 竹林　　智也 東洋大学 109 葛原　　龍優 朝日大学 164 古谷田　貴斗 鹿屋体育大学

52 風間　　竜太 法政大学 110 嶋岡　　達貴 朝日大学 165 道見　　優太 鹿屋体育大学

53 黒川　　祐次郎 法政大学 111 安達　　光伸 朝日大学 166 馬場　　慎也 鹿屋体育大学

54 髙原　　令伍 法政大学 112 伊豆野　廉 朝日大学 168 大河内　将泰 鹿屋体育大学

56 風間　　晴喜 法政大学 113 山本　　大智 朝日大学 169 具志堅　大士 鹿屋体育大学

57 逸崎　　瑞喜 法政大学 114 長谷川　大悟 朝日大学 170 津留　　崚 鹿屋体育大学

58 大山　　航平 法政大学 115 藤本　　大吉 朝日大学 171 安井　　悠真 鹿屋体育大学

172 福迫　　倖輔 鹿屋体育大学


