
第47回近畿高等学校自転車競技大会 2010/06/13 和歌山競輪場

#16 スクラッチ　【決勝】　
参考タイム　11分08秒34

距離8km(20周回)で実施

府県名 学校名 学年 周回 着順 順位 備考

林　　哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 奈良 榛生昇陽 ２年 5 5 ---

岡　　泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 京都 北桑田 ３年 2 2 ---

北村　彰也 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾔ 和歌山 和歌北 ３年 1 1 ---

野久保良一 ﾉｸﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ 大阪 大阪産大 ３年 6 6 ---

菅澤　　想 ｽｶﾞｻﾜ ｿｳ 兵庫 三田学園 ３年 11 11 ---

窪　　　翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 奈良 奈良北 ２年 4 4 ---

石渕　　哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 滋賀 瀬田工 ２年 10 10 ---

原田　一平 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫 飾磨工多 ３年 14 14 ---

的場　優宏 ﾏﾄﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 大阪 城東工科 ３年 8 8 ---

辻井　克弥 ﾂｼﾞｲ ｶﾂﾔ 京都 大江 ３年 DNF

大倉　勇夢 ｵｵｸﾗ ｲｻﾑ 大阪 茨木工 ３年 3 3 ---

高橋　飛鳥 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 兵庫 日生第三 ２年 9 9 ---

宮下　孝太 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾀ 和歌山 紀北工 １年 12 12 ---

樫尾　天多 ｶｼｵ ﾃﾝﾀ 兵庫 兵庫工 ２年 7 7 ---

杦本　清志 ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 大阪 興國 ２年 DNF

上田　崚雅 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 兵庫 神崎 ２年 13 13 ---

■順位　#16 スクラッチ　決勝
順位 区分 府県名 学校名 学年 周回
1 3 赤　 北村　彰也 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾔ 和歌山 和歌北 ３年
2 2 黒　 岡　　泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 京都 北桑田 ３年
3 11黒赤 大倉　勇夢 ｵｵｸﾗ ｲｻﾑ 大阪 茨木工 ３年
4 6 白黒 窪　　　翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 奈良 奈良北 ２年
5 1 白　 林　　哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 奈良 榛生昇陽 ２年
6 4 青　 野久保良一 ﾉｸﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ 大阪 大阪産大 ３年
7 14赤黄 樫尾　天多 ｶｼｵ ﾃﾝﾀ 兵庫 兵庫工 ２年
8 9 赤青 的場　優宏 ﾏﾄﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 大阪 城東工科 ３年
9 12黒青 高橋　飛鳥 ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 兵庫 日生第三 ２年
10 7 白赤 石渕　　哲 ｲｼﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 滋賀 瀬田工 ２年
11 5 黄　 菅澤　　想 ｽｶﾞｻﾜ ｿｳ 兵庫 三田学園 ３年
12 13白黄 宮下　孝太 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾀ 和歌山 紀北工 １年
13 16緑　 上田　崚雅 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 兵庫 神崎 ２年
14 8 白青 原田　一平 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫 飾磨工多 ３年
DNF 10黒黄 辻井　克弥 ﾂｼﾞｲ ｶﾂﾔ 京都 大江 ３年
DNF 15青黄 杦本　清志 ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 大阪 興國 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

Result

区分 選手名

11黒赤

12黒青

1 白　

2 黒　

3 赤　

4 青　

5 黄　

6 白黒

選手名

7 白赤

8 白青

9 赤青

10黒黄

13白黄

14赤黄

15青黄

16緑　




