
第７回近畿高等学校自転車競技新人大会 2010/06/12 和歌山競輪場

#02 新人の部　200mタイム・トライアル<フライングスタート>【決勝】

No 府県名 学校名 学年 順位 備考
1 安部　淳也 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 兵庫 日生第三 １年 17 秒 230 ( 41.79 km/h) 24 ---
2 櫻井　徹也 ｻｸﾗｲ ﾃﾂﾔ 兵庫 日生第三 １年 15 秒 000 ( 48.00 km/h) 21 ---
3 川元　優佑 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 兵庫 神崎 １年 13 秒 619 ( 52.87 km/h) 14 ---
4 壷阪　朋樹 ﾂﾎﾞｻｶ ﾄﾓｷ 兵庫 神崎 １年 15 秒 393 ( 46.77 km/h) 22 ---
5 森脇　啓太 ﾓﾘﾜｷ ｹｲﾀ 和歌山 紀北工 １年 13 秒 818 ( 52.11 km/h) 15 ---
6 寺田　友樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 和歌山 和歌北 １年 13 秒 230 ( 54.42 km/h) 9 ---
7 糸川　枢司 ｲﾄｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 和歌山 紀北工 １年 14 秒 174 ( 50.80 km/h) 17 ---
8 西沢　　流 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳ 京都 北桑田 １年 14 秒 187 ( 50.75 km/h) 18 ---
9 田中　良亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 京都 北桑田 １年 13 秒 597 ( 52.95 km/h) 13 ---
10 城　　一翔 ｼﾛ ｶｽﾞﾄ 京都 向陽 １年 13 秒 395 ( 53.75 km/h) 10 ---
11 足立　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 兵庫 神崎 １年 14 秒 628 ( 49.22 km/h) 20 ---
12 河村　福輔 ｶﾜﾑﾗ ﾌｸｽｹ 兵庫 神崎 １年 14 秒 373 ( 50.09 km/h) 19 ---
13 笠原　雅徳 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 兵庫 兵庫工 １年 15 秒 843 ( 45.45 km/h) 23 ---
14 高山　秀平 ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 兵庫 兵庫工 １年 13 秒 575 ( 53.04 km/h) 12 ---
15 藤原　　要 ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅﾒ 兵庫 兵庫工 １年 DNS
16 大久保直人 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾄ 和歌山 和歌北 １年 13 秒 042 ( 55.21 km/h) 5 ---
17 徳田　　優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 北桑田 １年 13 秒 142 ( 54.79 km/h) 7 ---
18 岩井　和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ 京都 向陽 １年 14 秒 001 ( 51.42 km/h) 16 ---
19 岩佐　幸一 ｲﾜｻ ｺｳｲﾁ 京都 北桑田 １年 13 秒 064 ( 55.11 km/h) 6 ---
20 古川　和樹 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 京都 北桑田 ２年 DNS
21 迫　　裕太 ｻｺ ﾕｳﾀ 兵庫 三田学園 １年 13 秒 415 ( 53.67 km/h) 11 ---
22 内藤　翔基 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳｷ 兵庫 三田学園 ２年 13 秒 150 ( 54.75 km/h) 8 ---
23 松下　　稔 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞﾝ 京都 北桑田 １年 12 秒 409 ( 58.02 km/h) 2 ---
24 小田垣　慎 ｵﾀﾞｶﾞｷ ｼﾝ 兵庫 三田学園 ２年 13 秒 033 ( 55.24 km/h) 4 ---
25 中川総一郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 京都 北桑田 ２年 12 秒 933 ( 55.67 km/h) 3 ---
26 辻　　晃平 ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 京都 北桑田 １年 12 秒 263 ( 58.71 km/h) 1 ---

■順位　#02 新人の部　200mタイム・トライアル<フライングスタート>　決勝
順位 府県名 学校名 学年
1 辻　　晃平 ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 京都 北桑田 １年 12 秒 263 ( 58.71 km/h)

2 松下　　稔 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞﾝ 京都 北桑田 １年 12 秒 409 ( 58.02 km/h)

3 中川総一郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 京都 北桑田 ２年 12 秒 933 ( 55.67 km/h)

4 小田垣　慎 ｵﾀﾞｶﾞｷ ｼﾝ 兵庫 三田学園 ２年 13 秒 033 ( 55.24 km/h)

5 大久保直人 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾄ 和歌山 和歌北 １年 13 秒 042 ( 55.21 km/h)

6 岩佐　幸一 ｲﾜｻ ｺｳｲﾁ 京都 北桑田 １年 13 秒 064 ( 55.11 km/h)

7 徳田　　優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 京都 北桑田 １年 13 秒 142 ( 54.79 km/h)

8 内藤　翔基 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳｷ 兵庫 三田学園 ２年 13 秒 150 ( 54.75 km/h)

9 寺田　友樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 和歌山 和歌北 １年 13 秒 230 ( 54.42 km/h)

10 城　　一翔 ｼﾛ ｶｽﾞﾄ 京都 向陽 １年 13 秒 395 ( 53.75 km/h)

11 迫　　裕太 ｻｺ ﾕｳﾀ 兵庫 三田学園 １年 13 秒 415 ( 53.67 km/h)

12 高山　秀平 ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 兵庫 兵庫工 １年 13 秒 575 ( 53.04 km/h)

13 田中　良亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 京都 北桑田 １年 13 秒 597 ( 52.95 km/h)

14 川元　優佑 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 兵庫 神崎 １年 13 秒 619 ( 52.87 km/h)

15 森脇　啓太 ﾓﾘﾜｷ ｹｲﾀ 和歌山 紀北工 １年 13 秒 818 ( 52.11 km/h)

16 岩井　和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ 京都 向陽 １年 14 秒 001 ( 51.42 km/h)

17 糸川　枢司 ｲﾄｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 和歌山 紀北工 １年 14 秒 174 ( 50.80 km/h)

18 西沢　　流 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳ 京都 北桑田 １年 14 秒 187 ( 50.75 km/h)

19 河村　福輔 ｶﾜﾑﾗ ﾌｸｽｹ 兵庫 神崎 １年 14 秒 373 ( 50.09 km/h)

20 足立　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 兵庫 神崎 １年 14 秒 628 ( 49.22 km/h)

21 櫻井　徹也 ｻｸﾗｲ ﾃﾂﾔ 兵庫 日生第三 １年 15 秒 000 ( 48.00 km/h)

22 壷阪　朋樹 ﾂﾎﾞｻｶ ﾄﾓｷ 兵庫 神崎 １年 15 秒 393 ( 46.77 km/h)

23 笠原　雅徳 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 兵庫 兵庫工 １年 15 秒 843 ( 45.45 km/h)

24 安部　淳也 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 兵庫 日生第三 １年 17 秒 230 ( 41.79 km/h)

DNS 藤原　　要 ﾌｼﾞｻﾜ ｶﾅﾒ 兵庫 兵庫工 １年       

DNS 古川　和樹 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 京都 北桑田 ２年       

主催 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会

後援 近畿地域自転車競技連盟　和歌山県自転車競技連盟　㈶日本自転車競技会近畿支部　㈳日本競輪選手会和歌山支部

主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　和歌山県高等学校体育連盟

---
---
---

 
 
---
---
---

---
---

---

---
---
---

---

---
---
---

---
---

---

---

---

---

---
---
備考

Result

選手名 記録 (平均時速)

選手名 記録 (平均時速)


