
■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]

#05 男子チーム・スプリント【決勝】
No1

No 学校名 府県名 選手名 よみがな 学年 順位

金田明一郎 ｶﾈﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 3年

住谷　拓夢 ｽﾐﾀﾆ ﾀｸﾑ 3年

荒木　晴伍 ｱﾗｷ ｾｲｺﾞ 2年

青山　雄大 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 2年

平野　凌兵 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾍｲ 2年

古賀　裕貴 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 2年

安積　尚宏 ｱﾂﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 3年

幸田　悠樹 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｷ 2年

前田　悠佑 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 2年

古谷　菖悟 ﾌﾙﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 2年

藤井　大将 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼｮｳ 3年

大坪　史典 ｵｵﾂﾎﾞ ﾌﾐﾉﾘ 2年

増田　拓貴 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 3年

三好　正純 ﾐﾖｼ ﾏｻｽﾞﾐ 3年

福井　魁良 ﾌｸｲ ｶｲﾗ 2年

石丸　兼司 ｲｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 3年

鷹尾　祐希 ﾀｶｵ ﾕｳｷ 3年

宇佐美元基 ｳｻﾐ ﾓﾄｷ 2年

本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 3年

國廣　敦志 ｸﾆﾋﾛ ｱﾂｼ 3年

沖　　左恭 ｵｷ ｻｷｮｳ 3年

奥田　弘矩 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 2年

井谷　幸輔 ｲﾀﾆ ｺｳｽｹ 2年

曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 2年

山本　大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 3年

南　進大郎 ﾐﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 3年

安川　義道 ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾐﾁ 1年

松兼　輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 3年

酒井　拳蔵 ｻｶｲ ｹﾝｿﾞｳ 3年

岸下　太樹 ｷｼｼﾀ ﾀﾞｲｷ 3年

戸髙　大貴 ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ 3年

佐藤　優介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 3年

濱田　直之 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 3年

宮地　勇貴 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｷ 3年

仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 3年

堀口　裕介 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 2年

奈良北の1分20秒709は大会新記録

4 鴨沂は、1周目フィニッシュラインまでに後輪後端を2番手の選手がさしたために降格とする

秒 709 53.53 km/h 112 奈良北 奈良 1 分 20

秒 916 53.39 km/h 211 三田学園 兵庫 1 分 20

秒 380 53.08 km/h 310 興國 大阪 1 分 21

秒 669 51.63 km/h 79 榛生昇陽 奈良 1 分 23

秒 136 51.96 km/h 58 紀北工 和歌山 1 分 23

秒 017 52.04 km/h 47 飾磨工 兵庫 1 分 23

秒 405 51.80 km/h 66 日生第三 兵庫 1 分 23

秒 012 50.82 km/h 105 大阪産大附 大阪 1 分 25

秒 168 49.56 km/h (12)4 鴨沂 京都 1 分 27

秒 792 51.56 km/h 83 神崎 兵庫 1 分 23

秒 080 45.92 km/h 112 市伊丹 兵庫 1 分 34

秒 833 51.53 km/h 9

Communiqué #17
Result

記録 平均時速

訂正版

1 向陽 京都 1 分 23



訂正版 No2
順位 学校名 府県名 選手名 よみがな 学年 備考

宮地　勇貴 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｷ 3年

仲村　顕登 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 3年

堀口　裕介 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 2年

戸髙　大貴 ﾄﾀﾞｶ ﾀﾞｲｷ 3年

佐藤　優介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 3年

濱田　直之 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 3年

松兼　輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 3年

酒井　拳蔵 ｻｶｲ ｹﾝｿﾞｳ 3年

岸下　太樹 ｷｼｼﾀ ﾀﾞｲｷ 3年

本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 3年

國廣　敦志 ｸﾆﾋﾛ ｱﾂｼ 3年

沖　　左恭 ｵｷ ｻｷｮｳ 3年

奥田　弘矩 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 2年

井谷　幸輔 ｲﾀﾆ ｺｳｽｹ 2年

曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 2年

石丸　兼司 ｲｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 3年

鷹尾　祐希 ﾀｶｵ ﾕｳｷ 3年

宇佐美元基 ｳｻﾐ ﾓﾄｷ 2年

山本　大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 3年

南　進大郎 ﾐﾅﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 3年

安川　義道 ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾐﾁ 1年

安積　尚宏 ｱﾂﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 3年

幸田　悠樹 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｷ 2年

前田　悠佑 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 2年

金田明一郎 ｶﾈﾀﾞ ﾐｮｳｲﾁﾛｳ 3年

住谷　拓夢 ｽﾐﾀﾆ ﾀｸﾑ 3年

荒木　晴伍 ｱﾗｷ ｾｲｺﾞ 2年

増田　拓貴 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 3年

三好　正純 ﾐﾖｼ ﾏｻｽﾞﾐ 3年

福井　魁良 ﾌｸｲ ｶｲﾗ 2年

青山　雄大 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 2年

平野　凌兵 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾍｲ 2年

古賀　裕貴 ｺｶﾞ ﾕｳｷ 2年

古谷　菖悟 ﾌﾙﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 2年

藤井　大将 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼｮｳ 3年

大坪　史典 ｵｵﾂﾎﾞ ﾌﾐﾉﾘ 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

(12) 鴨沂 京都 1分27秒168 49.55km/h 降格

11 市伊丹 兵庫 1分34秒080 45.91km/h

10 大阪産大附 大阪 1分25秒012 50.81km/h

9 向陽 京都 1分23秒833 51.53km/h

8 神崎 兵庫 1分23秒792 51.55km/h

7 榛生昇陽 奈良 1分23秒669 51.63km/h

6 日生第三 兵庫 1分23秒405 51.79km/h

5 紀北工 和歌山 1分23秒136 51.96km/h

4 飾磨工 兵庫 1分23秒017 52.03km/h

3 興國 大阪 1分21秒380 53.08km/h

大会新記録

2 三田学園 兵庫 1分20秒916 53.38km/h

Result Ranking
平均時速記録

奈良奈良北1 1分20秒709 53.52km/h


