
2017松本市市民体育大会 自転車競技

lkmタイム・トライアル 入賞者 一覧
少年

500M丁丁

平成28年 10月 15日

山田 拓海 ヤマダ タクミ 飯田風越高校 13.011

山浦 秀明 ヤマウラ ヒデアキ 松本工業高校 13.672
田中 裕一郎 タナカ ユウイチロウ 松本工業高校 15.471

青島 冬弥 アオシマ トウヤ 飯田風越高校 16.905

中西 竜歩 ナカニシ リュウホ 松本工業高校 17.442

木下 峻 キノシタ シュン 飯田風越高校 20.261

萩原 隆祐 ハギワラ リュウスケ 松本工業高校 21.595

鈴木 来人 スズキ ライト 伊那北高校 21.851

ホリエ ショウゴ 信州大学 08.318
′ ヽ コマツ ヒロタケ 松本工業高校 14.166

タケイ ヒデノリ イナーメ信濃山形 14.541
〓
零 テラオ シュン 信州大学 15.521
育

” ヨ野 勇ヂド クマノ ユウスケ 信州大学 16.848
コガ ヒロアキ 筑波大学 18.939

:野 琢属
Ｅ
・多 ホシノ タクヒコ 筑波大学 19.511

′」ヽ林 弘重一
Ｅ
一 コバヤシ ヒロユキ 信州大学 21.465

林ヽ 英構 コバヤシ ヒデキ 快レーシング 22.574
日本寸 文青 ナカムラ フミヤ 筑波大学 22.900

サイトウ シンゴ 筑波大学 23.967

ル ミ 罫校 37.375



2017松本市市民体育大会 自転車競 :

少年男子  200mタイム・トライアル

成年男子   200mタイム・トライアル

平成28年 10月 15日

選 手 名 カナメイ 所 属 タイム
山田 拓海 ヤマダ タクミ 飯田風越高校 11.989

田中 裕一郎 タナカ ユウイチロウ 松本工業高校 12.090

中西 竜歩 ナカニシ リュウホ 松本工業高校 12.256

木下 峻 キノシタ シュン 飯田風越高校 12.260

山浦 秀明 ヤマウラ ヒデアキ 松本工業高校 12.407

青島 冬弥 アオシマ トウヤ 飯田風越高校 12.725

鈴木 来人 スズキ ライト 伊那北高校 つ
こ

（
６

笠井 大太郎 サカイ オオタロウ 松本工業高校 13.146

萩原 隆祐 ハギワラ リュウスケ 松本工業高校 13.182

今村 隼士 イマムラ シュンシ 飯田高校 13.507

畑山 駿一 ハタケヤマ シュンイチ 上田千曲高校 13.606

橋爪 新太 ハシヅメ アラタ 飯田高校 14.083

飯島 克也 イイジマ カツヤ 松本工業高校 14.121

此村 龍之介 コノムラ リュウノスケ 松本工業高校 14.152

宮坂 一死 ミヤサカ ゲン 松本工業高校 14.415

平山 大地 ヒラヤマ ダイチ 松本工業高校 15,012

丸山 直人 マルヤマ ナオト 松本工業高校 DNS
千明 政揮 チギラ マサキ 池田工業高校 DNS

堀江 省吾 ホリエ ショウゴ 11.496

小松 寛武 コマツ ヒロタケ エ 11.925

武井 秀周 タケイ ヒデノリ 11.944

熊野 勇介 クマノ ユウスケ 12.519

寺尾 駿 テラオ シュン 信州大学 12.743

星野 琢彦 ホシノ タクヒコ 筑波大学 12.985

古賀 太暁 コガ ヒロアキ 13.227

小林 弘幸 コバヤシ ヒロユキ 傷 13.437

小林 英樹 コバヤシ ヒデキ リ レー ′
ヽ
ヽ
″ 13.562

中村 文哉 ナカムラ フミヤ ”
リ 14.110

西部 真生 ニシベ マオ 催り11 大学 DNS
斎藤 慎吾 サイトウ シンゴ DNS
」ヒ本寸 政岡1 キタムラ マサタカ DNS
岩佐 信吾 イワサ シンゴ メ 形 DNS

女 子 200mタイム・トライアル

コ
Ｌ
ヽ サカキヤマ クルミ 飯田風 i 書校 17.099



2017松本市市民体育大会 自転車競お

成年男子  4KmT丁

少年男子  3Km丁丁

成年男子  2Km丁丁

平成28年 10月 15日

:江 省吾 ホリエ ショウゴ 一̈
ロ 州大学 5 06.311

テラオ シュン 5 25.686

:野 勇′ド クマノ ユウスケ 州大学 5 26.616

サイトウ シンゴ 丸波大学 5 40.354
】
ｒ コガ ヒロアキ 5 40.727

¨
Ｅ
［ コバヤシ ヒロユキ 5 49.213

ナカムラ フミヤ i波大学 6 15.725

ヒ本寸 政岡| キタムラ マサタカ DNS
ニシベ マオ

.州
大学 DNS

●
■
４ イワサ シンゴ DNS

山田 拓海 ヤマダ タクミ 飯田風越高校 Q0 51.97

中西 竜歩 ナカニシ リュウホ 松本工業高校 ●
0 59.911

山浦 秀明 ヤマウラ ヒデアキ 松本工業高校 4 0.346

小松 寛武 コマツ ヒロタケ 松本工業高校 4 06.900
田中 裕一郎 タナカ ユウイチロウ 松本工業高校 4 8.796

青島 冬弥 アオシマ トウヤ 飯田風越高校 4 13.854

木下 峻 キノシタ シュン 飯田風越高校 4 16.285

鈴木 来人 スズキ ライト 伊那北高校 4 17.775

萩原 隆祐 ハギワラ リュウスケ 松本工業高校 4 19.434

畑山 駿一 ハタヤマ シュンイチ 上田千曲高校 4 28.207
橋爪 新太 ハシヅメ アラタ 飯田高校 4 32.8

此村 龍之介 コノムラ リュウノスケ 松本工業高校 4 33.848

今村 隼士 イマムラ シュンシ 飯田高校 4 39.304
飯島 克也 イイジマ カツヤ 松本工業高校 4 43.884
笠井 大太郎 サカイ オオタロウ 松本工業高校 4 44.167

宮坂 元 ミヤサカ ゲン 松本工業高校 4 49.153

平山 大地 ヒラヤマ ダイチ 松本工業高校 5 8.584
千明 政揮 チギラ マサキ 池田工業高校 DNS
丸山 直人 マルヤマ ナオト 松本工業高校 DNS

:ヽ コバヤシ ヒデキ レーシ
Lド

ノ 2 48.124

少年女子  2Km丁丁

サカキヤマ クルミ 田 3 25.936

|イナーメ信濃 l


