
第47回近畿高等学校自転車競技大会 2010/06/12 和歌山競輪場

#06 チーム・パーシュート　【決勝】

組 H/B 学校名 府県名 学年 順位 備考
上田　翔輝 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｷ ２年
中武三四郎 ﾅｶﾀｹ ｻﾝｼﾛｳ ３年
的場　優宏 ﾏﾄﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ ３年
友松　昭勝 ﾄﾓﾏﾂ ｱｷﾏｻ ２年

小谷　直輝 ｺﾀﾆ ﾅｵｷ ２年
今西　亮太 ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ １年
安原　大生 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲｾｲ １年
長谷部大和 ﾊｾﾍﾞ ﾔﾏﾄ １年
中井　俊亮 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ ３年
林　　哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ ２年
井上　幹太 ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ ２年
田畑　雄也 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ ３年
小寺聡史朗 ｺﾃﾞﾗ ｿｳｼﾛｳ ２年
山下　悠介 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ ３年
松本　耀介 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ ３年
菅澤　　想 ｽｶﾞｻﾜ ｿｳ ３年
高田　康平 ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾍｲ ２年
根井　　悟 ﾈｲ ｻﾄﾙ １年
渡辺　青慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ ３年
岩指　翔大 ｲﾜｻｼ ｼｮｳﾀ ３年
窪　　　翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ２年
雜喉　宝良 ｻﾞｺｳ ﾀｶﾗ １年
谷口　功将 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ ３年
二神　匡隆 ﾆｶﾐ ｷﾖﾀｶ ３年
宇根　敏希 ｳﾈ ﾄｼｷ ２年
中田　瑛次 ﾅｶﾀ ｴｲｼﾞ ２年
北村　彰也 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾔ ３年
中村雄太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ ３年
中野　雄喜 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ ２年
海津　　寬 ｶｲﾂﾞ ﾋﾛｼ ３年
帖地　　森 ﾁｮｳﾁ ｼﾝ ２年
松本　宜之 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ ２年
徳田　鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ ３年
岡　　泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ ３年
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順位 学校名 府県名 学年
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徳田　鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ ３年
岡　　泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ ３年
根井　　悟 ﾈｲ ｻﾄﾙ １年
渡辺　青慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ ３年
岩指　翔大 ｲﾜｻｼ ｼｮｳﾀ ３年
窪　　　翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ２年
今西　亮太 ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ １年
安原　大生 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲｾｲ １年
長谷部大和 ﾊｾﾍﾞ ﾔﾏﾄ １年
中井　俊亮 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ ３年
田畑　雄也 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ ３年
山下　悠介 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ ３年
松本　耀介 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ ３年
菅澤　　想 ｽｶﾞｻﾜ ｿｳ ３年
上田　翔輝 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｷ ２年
中武三四郎 ﾅｶﾀｹ ｻﾝｼﾛｳ ３年
的場　優宏 ﾏﾄﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ ３年
友松　昭勝 ﾄﾓﾏﾂ ｱｷﾏｻ ２年

主催 近畿高等学校体育連盟　和歌山県教育委員会
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Result

選手名 記録 (平均時速)

1

H 城東工科 大阪 5 分 02 秒 13 ( 47.66 km/h) 6 ---

B 榛生昇陽 奈良 4 分 53 秒 31 ( 49.09 km/h) 4 ---

3

H 和歌北 和歌山

B 北桑田 京都

58 秒

4 分 38 秒

2

H 三田学園 兵庫

B 奈良北 奈良

4 分 95 ( 48.17 km/h) 5 ---

4 分 47 秒 89 ( 50.02 km/h) 3 ---

54 ( 51.70 km/h) 1 ---

4 分 41 秒 55 ( 51.15 km/h) 2 ---
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