
第 52 回 全日本学生選手権トラック自転車競技大会 
2011 年 5 月 14 日(土）～15 日(日)  静岡県 日本サイクルスポーツセンター（250ｍトラック） 

主催：日本学生自転車競技連盟     共催：(財)日本自転車競技連盟  (財) 日本サイクルスポーツセンター 

サイクルメッカ伊豆推進協議会 伊豆魅力（三力）プロジェクト 

協賛：（財）ＪＫＡ （財）日本自転車競技会 （社）全国競輪施行者協議会 全国競輪場施設協会 

（社）日本競輪選手会 （株）パールイズミ ブリヂストンサイクル（株） セイコータイムシステム（株） 

Communiqué.31 

 
レースの結果はホームページでも公開しています。 http://www.remus.dti.ne.jp/~jicf/ 

大会公式ブログ http://www.jicf.info/kozintrack.html 

男子スプリント 男子1kmタイムトライアル
第1位 橋本　凌甫 日本大学 第1位 加藤　良治 順天堂大学 1分08秒477
第2位 新納　大輝 鹿屋体育大学 第2位 吉川　勇気 北陸大学 1分09秒727
第3位 藤森　貴之 中央大学 第3位 池野　健太 中央大学 1分09秒744
第4位 尾形　鉄馬 朝日大学 第4位 中野　俊喜 明治大学 1分09秒846
第5位 廣田　敦士 朝日大学 第5位 小林　郁弥 鹿屋体育大学 1分09秒870
第6位 有川　光吏 中央大学 第6位 山本　琢也 朝日大学 1分09秒936
第7位 安原　寿人 山梨学院大学 第7位 木村　知多賀 名古屋産業大学 1分10秒020
第8位 緒方　広毅 鹿屋体育大学 第8位 石田　輝 順天堂大学 1分10秒092

男子ケイリン 男子4kmインディヴィデュアル･パーシュート
第1位 今井　一誠 早稲田大学 第1位 窪木　一茂 日本大学 4分45秒938
第2位 會澤　龍 東北学院大学 第2位 佐々木　龍 早稲田大学 4分47秒007
第3位 末木　浩二 日本大学 第3位 矢野　智哉 朝日大学 4分54秒378
第4位 飯塚　力也 順天堂大学 第4位 近谷　涼 日本大学 4分57秒241
第5位 牧野　翔太 東北学院大学 第5位 和田　力 日本大学 4分56秒440
第6位 野口　大誠 中央大学 第6位 黒瀬　耕平 中央大学 4分57秒708
第7位 青木　勇樹 東北学院大学 第7位 中根　英登 中京大学 4分57秒83
第8位 浜地　一徳 日本大学 第8位 高宮　正嗣 鹿屋体育大学 4分58秒19

男子スクラッチ 男子タンデム･スプリント

第1位 渡辺　　洋平 立教大学 第1位 飯塚　力也 石田　輝 順天堂大学

第2位 出澤　　拓也 明治大学 第2位 木村　洋介 村上　哲也 順天堂大学

第3位 加藤　　剛 明治大学 第3位 小山　真太朗 黒澤　洋徳 日本大学

第4位 高橋　　翔太 日本大学 第4位 野村　厚貴 北川　明人 中央大学

第5位 佐々木　勇輔 早稲田大学 第5位 和田　拓磨 和田　卓磨 明治大学

第6位 福留　　康介 環太平洋大学 第6位 小林　郁弥 柴崎　俊祐 鹿屋体育大学

第7位 落合　　秀俊 中央大学 第7位 八田　憲 緑川　竣一 中央大学

第8位 内原　　隼人 環太平洋大学 第8位 内手　翔太 渡邉　浩幸 朝日大学

男子ポイント･レース 男子マディソン

第1位 元砂　勇雪 鹿屋体育大学 31P 第1位 高宮　正嗣 元砂　勇雪 鹿屋体育大学 1周 23P
第2位 入部　正太朗 早稲田大学 20P 第2位 中根　英登 榊原　健一 中京大学 1周 17P
第3位 徳田　鍛造 鹿屋体育大学 16P 第3位 佐々木　龍 三浦　康嵩 早稲田大学 -1周 20P
第4位 中尾　佳祐 順天堂大学 15P 第4位 倉林　巧和 松本　耀介 日本体育大学 0周 1P
第5位 木村　圭佑 京都産業大学 15P 第5位 小村　知之 野村　侑希 環太平洋大学 0周 1P
第6位 飯野　智行 中央大学 12P 第6位 太田　勝也 大田口　凌 東北学院大学 0周 0P
第7位 三浦　康嵩 早稲田大学 10P 第7位 猪瀬　昇太 大庭　尚也 日本大学 0P
第8位 逢坂　弘紀 日本大学 8P 第8位 出澤　拓也 面手　利輝 明治大学 0P

女子スプリント 女子500mタイムトライアル
第1位 前田　佳代乃 鹿屋体育大学 第1位 前田　佳代乃 鹿屋体育大学 35秒975
第2位 近藤　美子 鹿屋体育大学 第2位 野村　くるみ 北陸大学 40秒092
第3位 野村　くるみ 北陸大学 第3位 塚越　さくら 鹿屋体育大学 40秒133

女子ポイント･レース 女子3kmインディヴィデュアル･パーシュート
第1位 近藤　美子 鹿屋体育大学 25P 第1位 田中　まい 日本体育大学 4分06秒146
第2位 木村　亜美 鹿屋体育大学 11P 第2位 小島　蓉子 日本体育大学 4分10秒213
第3位 中村　妃智 日本体育大学 9P 第3位 中村　妃智 日本体育大学 4分10秒488

(3-4位は1/2決勝での失格に伴い空位)

(6位は決勝での失格に伴い空位)

 


