
Communiqué N0_21
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)

#06 チーム・パーシュート　【決勝】 2011/06/11(Sat) 14:20

組 H/B 学校名 府県名 学年 順位 備考

吉田　実理  ﾖｼﾀﾞ  ﾐﾂﾉﾘ 2年

稲田　凌介  ｲﾅﾀﾞ  ﾘｮｳｽｹ 2年
門田　尚己  ｶﾄﾞﾀ  ﾅｵｷ 3年

窪　　　翼  ｸﾎﾞ  ﾂﾊﾞｻ 3年
高田　康平  ﾀｶﾀ  ｺｳﾍｲ 3年
根井　　悟  ﾈｲ  ｻﾄﾙ 2年
速水　啓佑  ﾊﾔﾐｽﾞ ｹｲｽｹ 2年
永山　真平  ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 3年
亀井　翔太  ｶﾒｲ  ｼｮｳﾀ 2年
金子　　涼  ｶﾈｺ  ﾘｮｳ 2年

平野　悠斗  ﾋﾗﾉ  ﾕｳﾄ 2年

宇根　敏樹  ｳﾈ  ﾄｼｷ 3年
中田　瑛次  ﾅｶﾀ  ｴｲｼﾞ 3年
岡本　　隼  ｵｶﾓﾄ  ﾊﾔﾄ 1年
中野尻　祥  ﾅｶﾉｼﾞﾘ  ｼｮｳ 1年
中野　雄喜  ﾅｶﾉ  ﾕｳｷ 3年
徳田　　優  ﾄｸﾀﾞ  ｽｸﾞﾙ 2年
田中　良亮  ﾀﾅｶ  ﾘｮｳｽｹ 2年

辻　　晃平  ﾂｼﾞ  ｺｳﾍｲ 2年

井田　圭真  ｲﾀﾞ  ｹｲﾏ 2年
狹間　大地  ﾊｻﾞﾏ  ﾀﾞｲﾁ 2年
瀬越　靖弥  ｾｺﾞｼ  ﾉﾌﾞﾔ 2年
宮下　孝太  ﾐﾔｼﾀ  ｺｳﾀ 2年
今西　亮太  ｲﾏﾆｼ  ﾘｳﾀ 2年
長谷部大和  ﾊｾﾍﾞ  ﾔﾏﾄ 2年
安原　大生  ﾔｽﾊﾗ  ﾀｲｾｲ 2年

山本　大喜  ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻｷ 1年

■順位　#06 チーム・パーシュート　決勝

順位 学校名 府県名 学年

中野　雄喜  ﾅｶﾉ  ﾕｳｷ 3年

徳田　　優  ﾄｸﾀﾞ  ｽｸﾞﾙ 2年
田中　良亮  ﾀﾅｶ  ﾘｮｳｽｹ 2年
辻　　晃平  ﾂｼﾞ  ｺｳﾍｲ 2年
今西　亮太  ｲﾏﾆｼ  ﾘｳﾀ 2年
長谷部大和  ﾊｾﾍﾞ  ﾔﾏﾄ 2年
安原　大生  ﾔｽﾊﾗ  ﾀｲｾｲ 2年
山本　大喜  ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻｷ 1年
井田　圭真  ｲﾀﾞ  ｹｲﾏ 2年
狹間　大地  ﾊｻﾞﾏ  ﾀﾞｲﾁ 2年
瀬越　靖弥  ｾｺﾞｼ  ﾉﾌﾞﾔ 2年
宮下　孝太  ﾐﾔｼﾀ  ｺｳﾀ 2年
宇根　敏樹  ｳﾈ  ﾄｼｷ 3年
中田　瑛次  ﾅｶﾀ  ｴｲｼﾞ 3年
岡本　　隼  ｵｶﾓﾄ  ﾊﾔﾄ 1年
中野尻　祥  ﾅｶﾉｼﾞﾘ  ｼｮｳ 1年
窪　　　翼  ｸﾎﾞ  ﾂﾊﾞｻ 3年
高田　康平  ﾀｶﾀ  ｺｳﾍｲ 3年
根井　　悟  ﾈｲ  ｻﾄﾙ 2年
速水　啓佑  ﾊﾔﾐｽﾞ ｹｲｽｹ 2年
永山　真平  ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 3年
亀井　翔太  ｶﾒｲ  ｼｮｳﾀ 2年
金子　　涼  ｶﾈｺ  ﾘｮｳ 2年
平野　悠斗  ﾋﾗﾉ  ﾕｳﾄ 2年
吉田　実理  ﾖｼﾀﾞ  ﾐﾂﾉﾘ 2年
稲田　凌介  ｲﾅﾀﾞ  ﾘｮｳｽｹ 2年
門田　尚己  ｶﾄﾞﾀ  ﾅｵｷ 3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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