
組 H/B 学校名 府県名 学年 順位 備考

藤井　大将 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼｮｳ 2年

長南　慶生 ﾁｮｳﾅﾝ ｹｲｷ 3年

須堯　元春 ｽｷﾞｮｳ ﾓﾄﾊﾙ 3年

三好　正純 ﾐﾖｼ ﾏｻｽﾞﾐ 2年

増田　拓貴 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 2年

菅原　裕登 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 3年

米田　　彰 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾗ 3年

山﨑　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 2年

間瀬　勇毅 ﾏｾ ﾕｳｷ 3年

西井　夏輝 ﾆｼｲ ﾅﾂｷ 3年

田窪　賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 2年

須々田敏輝 ｽｽﾀﾞ ﾄｼｷ 2年

酒井　拳蔵 ｻｶｲ ｹﾝｿﾞｳ 2年

松兼　輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 2年

堀　　僚介 ﾎﾘ ﾘｮｳｽｹ 3年

住谷　拓夢 ｽﾐﾀﾆ ﾀｸﾑ 2年

岩井　和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ 3年

金田明一郎 ｶﾈﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 2年

濵井　夢都 ﾊﾏｲ ﾕﾒﾄ 2年

金子　　涼 ｶﾈｺ ﾘｮｳ 3年

亀井　翔太 ｶﾒｲ ｼｮｳﾀ 3年

佐藤　大我 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 2年

戸髙　大貴 ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ 2年

濱田　直之 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 2年

仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 2年

宮地　勇貴 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｷ 2年

根井　　悟 ﾈｲ ｻﾄﾙ 3年

鷹尾　祐希 ﾀｶｵ ﾕｳｷ 2年

石丸　兼司 ｲｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 2年

河野　　穣 ｶﾜﾉ ﾐﾉﾘ 3年

学校名 府県名 学年

仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 2年

宮地　勇貴 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｷ 2年

根井　　悟 ﾈｲ ｻﾄﾙ 3年

酒井　拳蔵 ｻｶｲ ｹﾝｿﾞｳ 2年

松兼　輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 2年

堀　　僚介 ﾎﾘ ﾘｮｳｽｹ 3年

佐藤　大我 ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 2年

戸髙　大貴 ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ 2年

濱田　直之 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 2年

三好　正純 ﾐﾖｼ ﾏｻｽﾞﾐ 2年

増田　拓貴 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 2年

菅原　裕登 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 3年

住谷　拓夢 ｽﾐﾀﾆ ﾀｸﾑ 2年

岩井　和也 ｲﾜｲ ｶｽﾞﾔ 3年

金田明一郎 ｶﾈﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 2年

藤井　大将 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼｮｳ 2年

長南　慶生 ﾁｮｳﾅﾝ ｹｲｷ 3年

須堯　元春 ｽｷﾞｮｳ ﾓﾄﾊﾙ 3年

西井　夏輝 ﾆｼｲ ﾅﾂｷ 3年

田窪　賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 2年

須々田敏輝 ｽｽﾀﾞ ﾄｼｷ 2年

濵井　夢都 ﾊﾏｲ ﾕﾒﾄ 2年

金子　　涼 ｶﾈｺ ﾘｮｳ 3年

亀井　翔太 ｶﾒｲ ｼｮｳﾀ 3年

米田　　彰 ﾖﾈﾀﾞ ｱｷﾗ 3年

山﨑　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 2年

間瀬　勇毅 ﾏｾ ﾕｳｷ 3年

鷹尾　祐希 ﾀｶｵ ﾕｳｷ 2年

石丸　兼司 ｲｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 2年

河野　　穣 ｶﾜﾉ ﾐﾉﾘ 3年

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

5

Ｈ 奈良北 奈良

1

( km/h) 10Ｂ 日生第三 兵庫

■主管 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

備考

310

km/h)53.13(

--

■主催 近畿高等学校体育連盟　兵庫県教育委員会

620

km/h) 1( 53.13

奈良奈良北

■後援

1 分

27 秒1 分

3 --

49.30

21 秒 --

24

49.94 km/h)

( 51.27 km/h)秒 260

2( 51.64

km/h) 5 --

4

Ｈ 飾磨工 兵庫 1 分 26 8 --秒 510 (

Ｂ 三田学園 兵庫 1 分

--

3

Ｈ 興國 大阪 1 分 23 秒 --

Ｂ 向陽 京都 1 分 25 秒

660

660 ( 50.43

km/h)

49.47 km/h)

( 50.12 km/h)秒 200 7

( 50.17

km/h) 4 --

2

Ｈ 市立堺 大阪 1 分 27 9 --秒 320 (

Ｂ 茨木工科 大阪 1 分 26

1

Ｈ 鴨沂 京都 1 分 26 秒 --

Ｂ 大阪産大附 大阪 1 分 24 秒

100

920 ( 50.87

km/h) 6

H14(2012)/06/16 京都・向日町競輪場[周長400m]

#05 チーム・スプリント　【決勝】
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■第49回近畿高等学校自転車競技大会 兼　平成24年度全国高校総体近畿ブロック予選
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