
Communiqué N0_41
第48回近畿高等学校自転車競技大会 2011/06/12 岸和田競輪場(大阪)

#16 スクラッチ　【決勝】　 2011/06/12(Sun) 10:50

距離8km(20周回)で実施

区分 府県名 学校名 学年 周回 着順 順位 備考

 1(白)　 窪　　　翼  ｸﾎﾞ  ﾂﾊﾞｻ 奈良 奈良北 3 年 3 3 ---

 2(黒)　 樫尾　天多  ｶｼｵ  ﾃﾝﾀ 兵庫 兵庫工 3 年 4 4 ---

 3(赤)　 中井　路雅  ﾅｶｲ  ﾐﾁﾏｻ 滋賀 瀬田工 2 年 6 6 ---

 4(青)　 帖地　　森  ﾁｮｳﾁ  ｼﾝ 京都 北桑田 3 年 5 5 ---

 5(黄)　 菅原　裕登  ｽｶﾞﾜﾗ  ﾋﾛﾄ 大阪 大阪産大附 2 年 10 10 ---

 6(白黒) 友松　昭勝  ﾄﾓﾏﾂ  ｱｷﾏｻ 大阪 城東工科 3 年 2 2 ---

 7(白赤) 米田　　彰  ﾖﾈﾀﾞ  ｱｷﾗ 大阪 市立堺 2 年 14 14 ---

 8(白青) 吉村　啓斗  ﾖｼﾑﾗ  ｹｲﾄ 大阪 此花学院 3 年 12 12 ---

 9(赤青) 堀　　僚介  ﾎﾘ  ﾘｮｳｽｹ 大阪 興國 2 年 9 9 ---

10(黒黄) 岡本　修治  ｵｶﾓﾄ  ｼｭｳｼﾞ 大阪 茨木工科 2 年 11 11 ---

11(黒赤) 上田　崚雅  ｳｴﾀﾞ  ﾘｮｳｶﾞ 兵庫 神崎 3 年 8 8 ---

12(黒青) 岡本　憲哉  ｵｶﾓﾄ  ｹﾝﾔ 兵庫 飾磨工 3 年 15 15 ---

13(白黄) 小田垣　慎  ｵﾀﾞｶﾞｷ  ｼﾝ 兵庫 三田学園 3 年 DNS

14(赤黄) 山本　大喜  ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻｷ 奈良 榛生昇陽 1 年 7 7 ---

15(青黄) 宇根　敏樹  ｳﾈ  ﾄｼｷ 和歌山 和歌北 3 年 1 1 ---

16(緑)　 糸川　枢司  ｲﾄｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 和歌山 紀北工 2 年 13 13 ---

■順位　#16 スクラッチ　決勝

順位 府県名 学校名 学年

1 宇根　敏樹  ｳﾈ  ﾄｼｷ 和歌山 和歌北 3年

2 友松　昭勝  ﾄﾓﾏﾂ  ｱｷﾏｻ 大阪 城東工科 3年

3 窪　　　翼  ｸﾎﾞ  ﾂﾊﾞｻ 奈良 奈良北 3年

4 樫尾　天多  ｶｼｵ  ﾃﾝﾀ 兵庫 兵庫工 3年

5 帖地　　森  ﾁｮｳﾁ  ｼﾝ 京都 北桑田 3年

6 中井　路雅  ﾅｶｲ  ﾐﾁﾏｻ 滋賀 瀬田工 2年

7 山本　大喜  ﾔﾏﾓﾄ  ﾏｻｷ 奈良 榛生昇陽 1年

8 上田　崚雅  ｳｴﾀﾞ  ﾘｮｳｶﾞ 兵庫 神崎 3年

9 堀　　僚介  ﾎﾘ  ﾘｮｳｽｹ 大阪 興國 2年

10 菅原　裕登  ｽｶﾞﾜﾗ  ﾋﾛﾄ 大阪 大阪産大附 2年

11 岡本　修治  ｵｶﾓﾄ  ｼｭｳｼﾞ 大阪 茨木工科 2年

12 吉村　啓斗  ﾖｼﾑﾗ  ｹｲﾄ 大阪 此花学院 3年

13 糸川　枢司  ｲﾄｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 和歌山 紀北工 2年

14 米田　　彰  ﾖﾈﾀﾞ  ｱｷﾗ 大阪 市立堺 2年

15 岡本　憲哉  ｵｶﾓﾄ  ｹﾝﾔ 兵庫 飾磨工 3年

DNS 小田垣　慎  ｵﾀﾞｶﾞｷ  ｼﾝ 兵庫 三田学園 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

選手名

11分28秒41参考タイム

Result

選手名


