
Communiqué N0_17
第48回近畿高等学校自転車競技大会 2011/06/11 岸和田競輪場(大阪)

#03 ケイリン　【予選】 2011/06/11(Sat) 13:00

〔各組２位までは決勝へ、３位以下は敗者復活戦へ〕

組 区分 府県名 学校名 学年 順位 備考

1(白)  高橋　飛鳥  ﾀｶﾊｼ  ｱｽｶ 兵庫 日生第三 3年 12 秒 01 ( 59.95 km/h) 1 ---

2(黒)  梶原　　祥  ｶｼﾞﾜﾗ  ｼｮｳ 和歌山 和歌北 3年 2 ---

3(赤)  宮地　勇貴  ﾐﾔｼﾞ  ﾕｳｷ 奈良 奈良北 1年 5 ---

4(青)  津本　大毅  ﾂﾓﾄ  ﾀﾞｲｷ 大阪 城東工科 2年 3 ---

5(黄)  西井　夏輝  ﾆｼｲ  ﾅﾂｷ 大阪 茨木工科 2年 6 ---

6(白黒) 河村　福輔  ｶﾜﾑﾗ  ﾌｸｽｹ 兵庫 神崎 2年 4 ---

組 区分 府県名 学校名 学年 順位 備考

1(白)  松本　宜之  ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾕｷ 京都 北桑田 3年 12 秒 75 ( 56.47 km/h) 1 ---

2(黒)  小川　伊吹  ｵｶﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ 滋賀 瀬田工 2年 2 ---

3(赤)  高田　　亮  ﾀｶﾀﾞ  ﾘｮｳ 大阪 興國 3年 6 ---

4(青)  藤尾　優馬  ﾌｼﾞｵ  ﾕｳﾏ 兵庫 福崎 3年 3 ---

5(黄)  大田悠一郎  ｵｵﾀ  ﾕｳｲﾁﾛｳ 兵庫 三田学園 2年 4 ---

6(白黒) 松本　一将  ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞﾏｻ 兵庫 神戸弘陵 3年 5 ---

組 区分 府県名 学校名 学年 順位 備考

1(白)  藪林　翔太  ﾔﾌﾞﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 大阪 此花学院 2年 3 ---

2(黒)  南　進大郎  ﾐﾅﾐ  ｼﾝﾀﾛｳ 奈良 榛生昇陽 1年 2 ---

3(赤)  高山　秀平  ﾀｶﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ 兵庫 兵庫工 2年 4 ---

4(青)  森脇　啓太  ﾓﾘﾜｷ  ｹｲﾀ 和歌山 紀北工 2年 13 秒 01 ( 55.34 km/h) 1 ---

5(黄)  平田　舞人  ﾋﾗﾀ  ﾏｲﾄ 兵庫 飾磨工 2年 5 ---

■順位　#03　ケイリン　予選

順位 区分 府県名 学校名 学年

【１組】

1 1(白)  高橋　飛鳥  ﾀｶﾊｼ  ｱｽｶ 兵庫 日生第三 3年 12 秒 01 ( 59.95 km/h)

2 2(黒)  梶原　　祥  ｶｼﾞﾜﾗ  ｼｮｳ 和歌山 和歌北 3年

3 4(青)  津本　大毅  ﾂﾓﾄ  ﾀﾞｲｷ 大阪 城東工科 2年

4 6(白黒) 河村　福輔  ｶﾜﾑﾗ  ﾌｸｽｹ 兵庫 神崎 2年

5 3(赤)  宮地　勇貴  ﾐﾔｼﾞ  ﾕｳｷ 奈良 奈良北 1年

6 5(黄)  西井　夏輝  ﾆｼｲ  ﾅﾂｷ 大阪 茨木工科 2年

【２組】

1 1(白)  松本　宜之  ﾏﾂﾓﾄ  ﾖｼﾕｷ 京都 北桑田 3年 12 秒 75 ( 56.47 km/h)

2 2(黒)  小川　伊吹  ｵｶﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ 滋賀 瀬田工 2年

3 4(青)  藤尾　優馬  ﾌｼﾞｵ  ﾕｳﾏ 兵庫 福崎 3年

4 5(黄)  大田悠一郎  ｵｵﾀ  ﾕｳｲﾁﾛｳ 兵庫 三田学園 2年

5 6(白黒) 松本　一将  ﾏﾂﾓﾄ  ｶｽﾞﾏｻ 兵庫 神戸弘陵 3年

6 3(赤)  高田　　亮  ﾀｶﾀﾞ  ﾘｮｳ 大阪 興國 3年

【３組】

1 4(青)  森脇　啓太  ﾓﾘﾜｷ  ｹｲﾀ 和歌山 紀北工 2年 13 秒 01 ( 55.34 km/h)

2 2(黒)  南　進大郎  ﾐﾅﾐ  ｼﾝﾀﾛｳ 奈良 榛生昇陽 1年

3 1(白)  藪林　翔太  ﾔﾌﾞﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 大阪 此花学院 2年

4 3(赤)  高山　秀平  ﾀｶﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ 兵庫 兵庫工 2年

5 5(黄)  平田　舞人  ﾋﾗﾀ  ﾏｲﾄ 兵庫 飾磨工 2年

主催 近畿高等学校体育連盟　大阪府教育委員会
後援 近畿地域自転車競技連盟　大阪府自転車競技連盟　㈶日本自転車競技会近畿支部　㈳日本競輪選手会大阪支部
主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　大阪府高等学校体育連盟
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