
■第50回近畿高等学校自転車競技選手権大会[トラック]

兼　平成25年度全国高校総体(インターハイ)近畿ブロック予選

2013(H25)/06/14-16 京都向日町競輪場[周長400m]

#08 男子３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート【予選】

組 H/B 選手名 よみがな 府県名 学校名 学年 順位

H 尾上　悠真 ｵﾉｴ ﾕｳﾏ 兵庫 神崎 1年 4 分 16 秒 030 42.18 km/h 8

B 石井　宏弥 ｲｼｲ ﾋﾛﾔ 大阪 茨木工科 2年 4 分 20 秒 920 41.39 km/h 9

H 松山　達人 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾄ 奈良 榛生昇陽 1年 4 分 11 秒 170 43.00 km/h 7

B 青山　雄大 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 兵庫 市伊丹 2年 4 分 32 秒 280 39.67 km/h 10

H 本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 兵庫 飾磨工 3年 3 分 43 秒 990 48.22 km/h 4

B 東野　誠覇 ﾋｶﾞｼﾉ ｾｲﾊ 大阪 興國 2年 4 分 04 秒 680 44.14 km/h 6

H 安田　京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 京都 北桑田 3年 3 分 35 秒 730 50.06 km/h 1

B 福原　　壱 ﾌｸﾊﾗ ｲﾁ 兵庫 三田学園 3年 3 分 58 秒 610 45.26 km/h 5

H 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 和歌山 和歌北 3年 3 分 36 秒 920 49.79 km/h 2

B 仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 奈良 奈良北 3年 3 分 41 秒 790 48.69 km/h 3

安田京介選手の3分35秒730は大会新記録

順位 選手名 よみがな 府県名 学校名 学年 備考

1 安田　京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 京都 北桑田 3年
大会新記録

決勝へ

2 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 和歌山 和歌北 3年 〃

3 仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 奈良 奈良北 3年 3-4位決定戦へ

4 本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 兵庫 飾磨工 3年 〃

5 福原　　壱 ﾌｸﾊﾗ ｲﾁ 兵庫 三田学園 3年 順位確定

6 東野　誠覇 ﾋｶﾞｼﾉ ｾｲﾊ 大阪 興國 2年 〃

7 松山　達人 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾄ 奈良 榛生昇陽 1年 〃

8 尾上　悠真 ｵﾉｴ ﾕｳﾏ 兵庫 神崎 1年 〃

9 石井　宏弥 ｲｼｲ ﾋﾛﾔ 大阪 茨木工科 2年 〃

10 青山　雄大 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 兵庫 市伊丹 2年 〃

主催 近畿高等学校体育連盟　京都府教育委員会

後援 近畿地域自転車競技連合　京都府自転車競技連盟　(公財)日本自転車競技会近畿支部　(一社)日本競輪選手会京都支部

主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　京都府高等学校体育連盟自転車競技専門部
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■第50回近畿高等学校自転車競技選手権大会[トラック]

兼　平成25年度全国高校総体(インターハイ)近畿ブロック予選

2013(H25)/06/14-16 京都向日町競輪場[周長400m]

#15 男子３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート【順位決定戦】

■３－４位決定戦

H/B 選手名 よみがな 府県名 学校名 学年 順位

H 仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 奈良 奈良北 3年 3 分 41 秒 180 48.83 km/h 3

B 本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 兵庫 飾磨工 3年 3 分 46 秒 840 47.61 km/h 4

■決勝

H/B 選手名 よみがな 府県名 学校名 学年 順位

H 安田　京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 京都 北桑田 3年 3 分 38 秒 600 49.41 km/h 2

B 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 和歌山 和歌北 3年 3 分 33 秒 700 50.54 km/h 1

森口　寛己選手の3分33秒700は大会新記録

順位 選手名 よみがな 府県名 学校名 学年 予選記録

1 森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 和歌山 和歌北 3年 3分36秒920

2 安田　京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 京都 北桑田 3年 3分35秒730

3 仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 奈良 奈良北 3年 3分41秒790

4 本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 兵庫 飾磨工 3年 3分43秒990

5 福原　　壱 ﾌｸﾊﾗ ｲﾁ 兵庫 三田学園 3年

6 東野　誠覇 ﾋｶﾞｼﾉ ｾｲﾊ 大阪 興國 2年

7 松山　達人 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾄ 奈良 榛生昇陽 1年

8 尾上　悠真 ｵﾉｴ ﾕｳﾏ 兵庫 神崎 1年

9 石井　宏弥 ｲｼｲ ﾋﾛﾔ 大阪 茨木工科 2年

10 青山　雄大 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 兵庫 市伊丹 2年

主催 近畿高等学校体育連盟　京都府教育委員会

後援 近畿地域自転車競技連合　京都府自転車競技連盟　(公財)日本自転車競技会近畿支部　(一社)日本競輪選手会京都支部

主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　京都府高等学校体育連盟自転車競技専門部
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