
■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
H24(2012)/06/16-17  京都・向日町競輪場[周長400m]

■主催

■後援

■主管

備考
選手名 学年 井田　圭真 3年 住田　　塁 2年 金田明一郎 2年 草場　啓吾 1年 中本　優司 1年 金子　　涼 3年 大田悠一郎 3年 橋本　武典 2年

学校名 府県名 紀北工 和歌山和歌北 和歌山向陽 京都 北桑田 京都 奈良北 奈良 飾磨工 兵庫 三田学園 兵庫 東稜 京都

1分08秒120 1分11秒490 1分12秒150 1分13秒470 1分17秒090 1分17秒390 1分17秒450 1分19秒740

備考
選手名 学年 徳田　　優 3年 森口　寛己 2年 速水　啓介 3年 今西　亮太 3年 狹間　大地 3年 平田　舞人 3年 南端　祐希 3年 宮川　　歩 3年

学校名 府県名 北桑田 京都 和歌北 和歌山奈良北 奈良 榛生昇陽 奈良 紀北工 和歌山飾磨工 兵庫 花園 京都 興國 大阪

3秒38秒900 3秒41秒000 3秒44秒550 3秒44秒960 3秒45秒940 3秒56秒670 4秒05秒740 4秒06秒980

備考
選手名 学年 増田　拓貴 2年 布居　　翼 1年 濱田　直之 2年 酒井　拳蔵 2年 松本　祐典 2年 奥田　弘矩 1年 沖　　左恭 2年 鷹尾　祐希 2年

学校名 府県名 大阪産大附 大阪 和歌北 和歌山三田学園 兵庫 興國 大阪 北桑田 京都 紀北工 和歌山飾磨工 兵庫 日生第三 兵庫

11秒870 12秒020 12秒240 11秒970 12秒820 12秒430 12秒980 12秒690

備考
選手名 学年 岡本　　隼 2年 瀬越　靖弥 3年 安田　京介 2年 森　　聖貴 3年 岩井　和也 3年 長谷部大和 3年 仲村　顕登 2年 石田真一朗 1年

学校名 府県名 和歌北 和歌山紀北工 和歌山北桑田 京都 瀬田工 滋賀 向陽 京都 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 佐野工科 大阪

4分52秒420 -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

備考
選手名 学年 安原　大生 3年 間瀬　勇毅 3年 中井　路雅 3年 根井　　悟 3年 中野尻　祥 2年 田中　良亮 3年 安積　尚宏 2年 河野　　穣 3年

学校名 府県名 榛生昇陽 奈良 市立堺 大阪 瀬田工 滋賀 奈良北 奈良 和歌北 和歌山北桑田 京都 神崎 兵庫 日生第三 兵庫

28点 19点 17点 15点 14点 10点 10点 8点

備考
選手名 学年 岩佐　幸一 3年 菅原　裕登 3年 宮地　勇貴 2年 田窪　賢次 2年 松本　尚平 2年 高山　秀平 3年 松兼　輝明 2年 山﨑　　翼 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 大阪産大附 大阪 奈良北 奈良 茨木工科 大阪 和歌北 和歌山兵庫工 兵庫 興國 大阪 市立堺 大阪

11分29秒100 -- -- -- -- -- -- --

備考
選手名 学年 辻　　晃平 3年 森脇　啓太 3年 須々田敏輝 2年 堀　　僚介 3年 藪林　翔太 3年 濵井　夢都 2年 佐藤　優介 2年 河村　福輔 3年

学校名 府県名 北桑田 京都 紀北工 和歌山茨木工科 大阪 興國 大阪 此花学院 大阪 飾磨工 兵庫 三田学園 兵庫 神崎 兵庫

11秒990 -- -- -- -- -- -- --

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
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■８ｋｍスクラッチ
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■１ｋｍタイム・トライアル

■３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート
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記録は予選のタ
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備考
学校名 府県名 奈良北 奈良 興國 大阪 三田学園 兵庫 大阪産大附 大阪 向陽 京都 鴨沂 京都 茨木工科 大阪 飾磨工 兵庫

仲村　顕登 2年 酒井　拳蔵 2年 佐藤　大我 2年 三好　正純 2年 住谷　拓夢 2年 藤井　大将 2年 西井　夏輝 3年 濵井　夢都 2年

宮地　勇貴 2年 松兼　輝明 2年 戸髙　大貴 2年 増田　拓貴 2年 岩井　和也 3年 長南　慶生 3年 田窪　賢次 2年 金子　　涼 3年

根井　　悟 3年 堀　　僚介 3年 濱田　直之 2年 菅原　裕登 3年 金田明一郎 2年 須堯　元春 3年 須々田敏輝 2年 亀井　翔太 3年

1分21秒310 1分23秒660 1分24秒260 1分24秒920 1分25秒660 1分26秒100 1分26秒200 1分26秒510

備考
学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 和歌北 和歌山紀北工 和歌山神崎 兵庫 ----- -- ----- -- ----- --

田中　良亮 3年 今西　亮太 3年 岡本　　隼 2年 井田　圭真 3年 足立　和也 3年 ----- -- ----- -- ----- --

辻　　晃平 3年 長谷部大和 3年 中野尻　祥 2年 狹間　大地 3年 河村　福輔 3年 ----- -- ----- -- ----- --

徳田　　優 3年 安原　大生 3年 森口　寛己 2年 瀬越　靖弥 3年 川元　優佑 3年 ----- -- ----- -- ----- --

安田　京介 2年 山本　大喜 2年 松本　尚平 2年 宮下　孝太 3年 安積　尚宏 2年 ----- -- ----- -- ----- --

4分33秒440 4分34秒570 4分36秒880 4分40秒460 4分55秒580 ----- ----- -----

備考
学校名 府県名 北桑田 京都 和歌北 和歌山紀北工 和歌山奈良北 奈良 榛生昇陽 奈良 大阪産大附 大阪 興國 大阪 三田学園 兵庫

監督名 得点 田中　良泰 55点 上野　　孝 44点 山本　貴洋 35点 三好　泰彰 33点 足立　卓也 25点 辻　　俊行 21点 鈴木　徳彦 21点 板橋　秀彦 16点

備考
学校名 府県名 北桑田 京都 和歌北 和歌山紀北工 和歌山榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 瀬田工 滋賀 大阪産大附 大阪 興國 大阪

監督名 得点 田中　良泰 60点 上野　　孝 57点 山本　貴洋 56点 足立　卓也 38点 三好　泰彰 35点 尾村　重雄 28点 辻　　俊行 21点 鈴木　徳彦 21点

備考
選手名 学年 山本　レナ 3年 元砂七夕美 2年 藤野　百萌 2年 八木　　梓 1年 田村ひろみ 1年 森田　香澄 1年

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 北桑田 京都 城東工科 大阪 神崎 兵庫

39秒750 40秒240 41秒040 41秒880 43秒650 52秒380

備考
選手名 学年 元砂七夕美 2年 山本　レナ 3年 八木　　梓 1年 田村ひろみ 1年 藤野　百萌 2年 森田　香澄 1年

学校名 府県名 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 北桑田 京都 城東工科 大阪 北桑田 京都 神崎 兵庫

2分46秒170 2分48秒050 2分52秒590 2分59秒200 3分04秒970 3分43秒200

■女子５００ｍタイム・トライアル
順位 １位 ２位

６位

記録

■女子２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

６位

記録

３位 ４位 ５位

１位 ２位 ３位 ４位

■チーム・スプリント
順位 １位 ２位 ３位 ６位 ７位 ８位

学年選手名

■４ｋｍチーム・パーシュート
順位

出場５チーム選手名 学年

５位 ６位 ７位 ８位

記録

■学校対抗(総合)

■学校対抗(トラック競技)
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

６位

４位

７位 ８位

５位

記録



■第９回近畿高等学校自転車競技新人大会

備考
選手名 学年 冨田　雄介 1年 寺田　友樹 3年 山村　勇気 1年 吉川　　要 1年 宇佐美元基 1年 内藤　駿人 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 和歌北 和歌山和歌北 和歌山和歌北 和歌山日生第三 兵庫 三田学園 兵庫

1分15秒330 1分16秒257 1分17秒900 1分18秒964 1分19秒513 1分19秒588

備考
選手名 学年 安田　　開 1年 孫崎　大樹 1年 村田　瑞季 1年 寺田　友樹 3年 木原　　陸 2年 冨田　雄介 1年

学校名 府県名 北桑田 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 和歌北 和歌山飾磨工 兵庫 北桑田 京都

12秒540 12秒560 12秒830 12秒900 13秒010 13秒060

備考
選手名 学年 孫崎　大樹 1年 安田　　開 1年 西沢　　流 3年 澤田　昌也 1年 平松　真一 1年 井谷　幸輔 1年

学校名 府県名 北桑田 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 和歌北 和歌山和歌北 和歌山紀北工 和歌山

3分54秒100 3分55秒200 4分02秒970 4分13秒780 4分18秒890 4分22秒520記録

記録

■新人３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート
順位 １位 ２位 ６位

■新人２００ｍタイム・トライアル[フライング・スタート]

３位 ４位 ５位

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

記録

■新人１ｋｍタイム・トライアル
順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位


