
府県名 学校名 学年 順位 備考

寄崎　佑士 ﾖﾘｻｷ ﾕｳｼ 兵庫 日生第三 1年 13 秒 950 ( 51.61 km/h) 23 --

宇佐美元基 ｳｻﾐ ﾓﾄｷ 兵庫 日生第三 1年 13 秒 500 ( 53.33 km/h) 15 --

矢尻　光汰 ﾔｼﾞﾘ ｺｳﾀ 兵庫 日生第三 1年 16 秒 140 ( 44.61 km/h) 42 --

道見　和也 ﾄﾞｳﾐ ｶｽﾞﾔ 兵庫 神戸弘陵 1年 15 秒 800 ( 45.57 km/h) 41 --

財田洸太郎 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 神戸弘陵 1年 14 秒 700 ( 48.98 km/h) 37 --

東野　誠覇 ﾋｶﾞｼﾉ ｾｲﾊ 大阪 興國 1年 15 秒 660 ( 45.98 km/h) 40 --

柏木　優作 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｻｸ 兵庫 兵庫工 1年 15 秒 120 ( 47.62 km/h) 39 --

井谷　幸輔 ｲﾀﾆ ｺｳｽｹ 和歌山 紀北工 1年 13 秒 700 ( 52.55 km/h) 20 --

曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 和歌山 紀北工 1年 13 秒 660 ( 52.71 km/h) 19 --

馬場　隆盛 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 和歌山 紀北工 1年 14 秒 030 ( 51.32 km/h) 27 --

山田　遼平 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 京都 向陽 1年 14 秒 620 ( 49.25 km/h) 35 --

大久保直人 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾄ 和歌山 和歌北 3年 14 秒 070 ( 51.17 km/h) 28 --

小川　恵司 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 大阪 興國 1年 14 秒 580 ( 49.38 km/h) 34 --

堀口　裕介 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 奈良 奈良北 1年 13 秒 810 ( 52.14 km/h) 22 --

藤重　京平 ﾌｼﾞｼｹﾞ ｷｮｳﾍｲ 京都 北桑田 1年 DNS

前田　悠佑 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 兵庫 神崎 1年 14 秒 320 ( 50.28 km/h) 30 --

栗栖　功基 ｸﾘｽ ｺｳｷ 大阪 此花学院 1年 13 秒 580 ( 53.02 km/h) 16 --

三宅　由浩 ﾐﾔｹ ﾖｼﾋﾛ 大阪 興國 2年 14 秒 640 ( 49.18 km/h) 36 --

幸田　悠樹 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 神崎 1年 14 秒 720 ( 48.91 km/h) 38 --

山元　健史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 京都 向陽 1年 13 秒 110 ( 54.92 km/h) 8 --

和田　天斗 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾄ 和歌山 紀北工 1年 13 秒 150 ( 54.75 km/h) 9 --

村田　瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 北桑田 1年 12 秒 830 ( 56.12 km/h) 3 --

川合　光一 ｶﾜｲ ｺｳｲﾁ 大阪 大阪産大附 1年 14 秒 350 ( 50.17 km/h) 32 --

小澤　一輝 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 兵庫 神崎 2年 13 秒 990 ( 51.47 km/h) 25 --

木原　　陸 ｷﾊﾗ ﾘｸ 兵庫 飾磨工 2年 13 秒 010 ( 55.34 km/h) 5 --

木寅　皓介 ｷﾄﾗ ｺｳｽｹ 奈良 奈良北 1年 DNS

沖　　左恭 ｵｷ ｻｷｮｳ 兵庫 飾磨工 2年 DNS

田渕　春歩 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙﾎ 京都 向陽 1年 14 秒 000 ( 51.43 km/h) 26 --

荒木　晴伍 ｱﾗｷ ｾｲｺﾞ 京都 向陽 1年 13 秒 360 ( 53.89 km/h) 11 --

西部　真生 ﾆｼﾍﾞ ﾏｵ 兵庫 三田学園 1年 13 秒 950 ( 51.61 km/h) 23 --

藪野　瑛仁 ﾔﾌﾞﾉ ｴｲﾄ 大阪 此花学院 1年 13 秒 720 ( 52.48 km/h) 21 --

福井　魁良 ﾌｸｲ ｶｲﾗ 大阪 大阪産大附 1年 14 秒 230 ( 50.60 km/h) 29 --

内藤　駿人 ﾅｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 兵庫 三田学園 2年 13 秒 630 ( 52.82 km/h) 17 --

冨田　雄介 ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ 京都 北桑田 1年 13 秒 060 ( 55.13 km/h) 6 --

小谷　知輝 ｺﾀﾆ ﾄﾓｷ 兵庫 三田学園 1年 14 秒 340 ( 50.21 km/h) 31 --

向井　　輝 ﾑｶｲ ﾋｶﾙ 奈良 奈良北 1年 14 秒 520 ( 49.59 km/h) 33 --

西沢　　流 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳ 京都 北桑田 3年 13 秒 380 ( 53.81 km/h) 12 --

孫崎　大樹 ﾏｺﾞｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 京都 北桑田 1年 12 秒 560 ( 57.32 km/h) 2 --

山神　海晴 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｲｾｲ 大阪 興國 1年 13 秒 310 ( 54.09 km/h) 10 --

吉川　　要 ﾖｼｶﾜ ｶﾅﾒ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 640 ( 52.79 km/h) 18 --

平松　真一 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 090 ( 55.00 km/h) 7 --

安田　　開 ﾔｽﾀﾞ ｶｲ 京都 北桑田 1年 12 秒 540 ( 57.42 km/h) 1 --

澤田　昌也 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 440 ( 53.57 km/h) 14 --

山村　勇気 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 420 ( 53.65 km/h) 13 --

寺田　友樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 和歌山 和歌北 3年 12 秒 900 ( 55.81 km/h) 4 --

斉藤　大樹 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 京都 北桑田 2年 DNS

H14(2012)/06/16 京都・向日町競輪場[周長400m]

#02 200mタイム・トライアル[フライング・スタート]　【決勝】
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新人200mタイム・トライアル[フライング・スタート] No2

府県名 学校名 学年

安田　　開 ﾔｽﾀﾞ ｶｲ 京都 北桑田 1年 12 秒 540 ( 57.42 km/h)

孫崎　大樹 ﾏｺﾞｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 京都 北桑田 1年 12 秒 560 ( 57.32 km/h)

村田　瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 北桑田 1年 12 秒 830 ( 56.12 km/h)

寺田　友樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 和歌山 和歌北 3年 12 秒 900 ( 55.81 km/h)

木原　　陸 ｷﾊﾗ ﾘｸ 兵庫 飾磨工 2年 13 秒 010 ( 55.34 km/h)

冨田　雄介 ﾄﾐﾀ ﾕｳｽｹ 京都 北桑田 1年 13 秒 060 ( 55.13 km/h)

平松　真一 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 090 ( 55.00 km/h)

山元　健史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 京都 向陽 1年 13 秒 110 ( 54.92 km/h)

和田　天斗 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾄ 和歌山 紀北工 1年 13 秒 150 ( 54.75 km/h)

山神　海晴 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｲｾｲ 大阪 興國 1年 13 秒 310 ( 54.09 km/h)

荒木　晴伍 ｱﾗｷ ｾｲｺﾞ 京都 向陽 1年 13 秒 360 ( 53.89 km/h)

西沢　　流 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳ 京都 北桑田 3年 13 秒 380 ( 53.81 km/h)

山村　勇気 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 420 ( 53.65 km/h)

澤田　昌也 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 440 ( 53.57 km/h)

宇佐美元基 ｳｻﾐ ﾓﾄｷ 兵庫 日生第三 1年 13 秒 500 ( 53.33 km/h)

栗栖　功基 ｸﾘｽ ｺｳｷ 大阪 此花学院 1年 13 秒 580 ( 53.02 km/h)

内藤　駿人 ﾅｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 兵庫 三田学園 2年 13 秒 630 ( 52.82 km/h)

吉川　　要 ﾖｼｶﾜ ｶﾅﾒ 和歌山 和歌北 1年 13 秒 640 ( 52.79 km/h)

曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 和歌山 紀北工 1年 13 秒 660 ( 52.71 km/h)

井谷　幸輔 ｲﾀﾆ ｺｳｽｹ 和歌山 紀北工 1年 13 秒 700 ( 52.55 km/h)

藪野　瑛仁 ﾔﾌﾞﾉ ｴｲﾄ 大阪 此花学院 1年 13 秒 720 ( 52.48 km/h)

堀口　裕介 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 奈良 奈良北 1年 13 秒 810 ( 52.14 km/h)

寄崎　佑士 ﾖﾘｻｷ ﾕｳｼ 兵庫 日生第三 1年 13 秒 950 ( 51.61 km/h)

西部　真生 ﾆｼﾍﾞ ﾏｵ 兵庫 三田学園 1年 13 秒 950 ( 51.61 km/h)

小澤　一輝 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 兵庫 神崎 2年 13 秒 990 ( 51.47 km/h)

田渕　春歩 ﾀﾌﾞﾁ ﾊﾙﾎ 京都 向陽 1年 14 秒 000 ( 51.43 km/h)

馬場　隆盛 ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 和歌山 紀北工 1年 14 秒 030 ( 51.32 km/h)

大久保直人 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾄ 和歌山 和歌北 3年 14 秒 070 ( 51.17 km/h)

福井　魁良 ﾌｸｲ ｶｲﾗ 大阪 大阪産大附 1年 14 秒 230 ( 50.60 km/h)

前田　悠佑 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 兵庫 神崎 1年 14 秒 320 ( 50.28 km/h)

小谷　知輝 ｺﾀﾆ ﾄﾓｷ 兵庫 三田学園 1年 14 秒 340 ( 50.21 km/h)

川合　光一 ｶﾜｲ ｺｳｲﾁ 大阪 大阪産大附 1年 14 秒 350 ( 50.17 km/h)

向井　　輝 ﾑｶｲ ﾋｶﾙ 奈良 奈良北 1年 14 秒 520 ( 49.59 km/h)

小川　恵司 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 大阪 興國 1年 14 秒 580 ( 49.38 km/h)

山田　遼平 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 京都 向陽 1年 14 秒 620 ( 49.25 km/h)

三宅　由浩 ﾐﾔｹ ﾖｼﾋﾛ 大阪 興國 2年 14 秒 640 ( 49.18 km/h)

財田洸太郎 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 神戸弘陵 1年 14 秒 700 ( 48.98 km/h)

幸田　悠樹 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｷ 兵庫 神崎 1年 14 秒 720 ( 48.91 km/h)

柏木　優作 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｻｸ 兵庫 兵庫工 1年 15 秒 120 ( 47.62 km/h)

東野　誠覇 ﾋｶﾞｼﾉ ｾｲﾊ 大阪 興國 1年 15 秒 660 ( 45.98 km/h)

道見　和也 ﾄﾞｳﾐ ｶｽﾞﾔ 兵庫 神戸弘陵 1年 15 秒 800 ( 45.57 km/h)

矢尻　光汰 ﾔｼﾞﾘ ｺｳﾀ 兵庫 日生第三 1年 16 秒 140 ( 44.61 km/h)

藤重　京平 ﾌｼﾞｼｹﾞ ｷｮｳﾍｲ 京都 北桑田 1年 -- 秒 -- ( -- km/h)

木寅　皓介 ｷﾄﾗ ｺｳｽｹ 奈良 奈良北 1年 -- 秒 -- ( -- km/h)

沖　　左恭 ｵｷ ｻｷｮｳ 兵庫 飾磨工 2年 -- 秒 -- ( -- km/h)

斉藤　大樹 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 京都 北桑田 2年 -- 秒 -- ( -- km/h)DNS
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記録 備考

2

1

近畿高等学校体育連盟　兵庫県教育委員会

近畿地域自転車競技連合　兵庫県自転車競技連盟　(財)日本自転車競技会近畿支部　(社)日本競輪選手会兵庫支部

近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　兵庫県高等学校体育連盟自転車競技専門部

■後援

■主管

■主催
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