
■第51回近畿高等学校自転車競技選手権大会[トラック]

兼　平成26年度全国高校総体(インターハイ)近畿ブロック予選

2014(H26)/06/13-15 京都向日町競輪場[周長400m]

#06 男子チーム・スプリント【決勝】

組 学校名 府県名 順位

財田洸太郎 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 3年

道見　和也 ﾄﾞｳﾐ ｶｽﾞﾔ 3年

伊藤　歩登 ｲﾄｳ ｱﾙﾄ 1年

青山　雄大 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 3年

木田　唯斗 ｷﾀﾞ ﾕｲﾄ 3年

平野　凌兵 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾍｲ 3年

中本　優司 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 3年

堀口　裕介 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 3年

吉岡　　衛 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 1年

石田真一朗 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 3年

小西　翔太 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 3年

間瀬　勝義 ﾏｾ ｶﾂﾖｼ 1年

阿部将太朗 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 3年

谷　　和也 ﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 1年

戸田　凱人 ﾄﾀﾞ ｶｲﾄ 1年

藪野　瑛仁 ﾔﾌﾞﾉ ｴｲﾄ 3年

南　　晃太 ﾐﾅﾐ ｺｳﾀ 3年

前田　直也 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 2年

福原　徹也 ﾌｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 3年

河原　大芽 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾒ 2年

牧野　竜大 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾀ 2年

宇佐美元基 ｳｻﾐ ﾓﾄｷ 3年

矢尻　光汰 ﾔｼﾞﾘ ｺｳﾀ 3年

磯部　行佑 ｲｿﾍﾞ ｺｳｽｹ 2年

幸田　悠樹 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｷ 3年

前田　悠佑 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 3年

尾上　悠真 ｵﾉｴ ﾕｳﾏ 2年

小谷　知輝 ｺﾀﾆ ﾄﾓｷ 3年

西部　真生 ﾆｼﾍﾞ ﾏｵ 3年

牟田　宜平 ﾑﾀ ｷｯﾍﾟｲ 2年

山神　海晴 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｲｾｲ 3年

小川　恵司 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 3年

平瀬　功汰 ﾋﾗｾ ｺｳﾀ 2年

奥田　弘矩 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 3年

井谷　幸輔 ｲﾀﾆ ｺｳｽｹ 3年

曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 3年

布居　　翼 ﾇﾉｲ ﾂﾊﾞｻ 3年

布居　大地 ﾇﾉｲ ﾀﾞｲﾁ 2年

南　　　潤 ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 2年

※5組　市立堺　第１走者から第２走者への交代の際に競技規則第72条9項違反により降格とする

km/h 12

Communiqué #18
Result

選手名 記録 平均時速

1組 神戸弘陵 兵庫 1 分

2014/06/14/Sat 13:15

30

23 秒 3503組 奈良北 奈良 1 分

2組 市伊丹 兵庫 1 分

31 秒 420

51.83

47.25

km/h 3

秒 029 49.07 km/h 928

5組 市立堺 大阪 1 分

4組 佐野工科 大阪 1 分

131 46.89 km/h 13

秒 255 47.86 km/h 11

49.15 km/h 8

秒 640 48.19 km/h 10

6

秒 008 49.65 km/h 727

26 秒 630

27 秒 888

分

8組 日生第三 兵庫 1 分

29

49.87 km/h

7組 飾磨工 兵庫 1 分

6組 大阪偕星 大阪 1 分

4

秒 450 50.56 km/h 5

11組 興國 大阪 1 分

10組 三田学園 兵庫 1 分 25

24 秒 862

1

秒 172 52.57 km/h 2

13組 和歌北 和歌山 1 分

12組 紀北工 和歌山 1 分 22

18 秒 105

32 秒

55.31 km/h

50.91 km/h

9組 神崎 兵庫 1



Result : #06 TEAM SPRINT / Men - Final
順位 学校名 府県名 学年 備考

布居　　翼 ﾇﾉｲ ﾂﾊﾞｻ 3年

布居　大地 ﾇﾉｲ ﾀﾞｲﾁ 2年

南　　　潤 ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 2年

奥田　弘矩 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 3年

井谷　幸輔 ｲﾀﾆ ｺｳｽｹ 3年

曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 3年

中本　優司 ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 3年

堀口　裕介 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 3年

吉岡　　衛 ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 1年

山神　海晴 ﾔﾏｶﾞﾐ ｶｲｾｲ 3年

小川　恵司 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 3年

平瀬　功汰 ﾋﾗｾ ｺｳﾀ 2年

小谷　知輝 ｺﾀﾆ ﾄﾓｷ 3年

西部　真生 ﾆｼﾍﾞ ﾏｵ 3年

牟田　宜平 ﾑﾀ ｷｯﾍﾟｲ 2年

幸田　悠樹 ｺｳﾀﾞ ﾕｳｷ 3年

前田　悠佑 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 3年

尾上　悠真 ｵﾉｴ ﾕｳﾏ 2年

宇佐美元基 ｳｻﾐ ﾓﾄｷ 3年

矢尻　光汰 ﾔｼﾞﾘ ｺｳﾀ 3年

磯部　行佑 ｲｿﾍﾞ ｺｳｽｹ 2年

福原　徹也 ﾌｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 3年

河原　大芽 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾒ 2年

牧野　竜大 ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾀ 2年

青山　雄大 ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 3年

木田　唯斗 ｷﾀﾞ ﾕｲﾄ 3年

平野　凌兵 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾍｲ 3年

藪野　瑛仁 ﾔﾌﾞﾉ ｴｲﾄ 3年

南　　晃太 ﾐﾅﾐ ｺｳﾀ 3年

前田　直也 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 2年

石田真一朗 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 3年

小西　翔太 ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 3年

間瀬　勝義 ﾏｾ ｶﾂﾖｼ 1年

財田洸太郎 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 3年

道見　和也 ﾄﾞｳﾐ ｶｽﾞﾔ 3年

伊藤　歩登 ｲﾄｳ ｱﾙﾄ 1年

阿部将太朗 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 3年

谷　　和也 ﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 1年

戸田　凱人 ﾄﾀﾞ ｶｲﾄ 1年

主催 近畿高等学校体育連盟　滋賀県教育委員会

近畿地域自転車競技連合　滋賀県自転車競技連盟　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　滋賀県高等学校体育連盟自転車競技専門部

平均時速

和歌山和歌北1

2 紀北工 和歌山

55.31km/h

選手名 記録

5 三田学園 兵庫

6 神崎 兵庫

3 奈良北 奈良

4 興國 大阪

9 市伊丹 兵庫

10 大阪偕星 大阪

7 日生第三 兵庫

8 飾磨工 兵庫

1分24秒862 50.91km/h

1分25秒450 50.56km/h

大会新

1分22秒172 52.57km/h

1分23秒350 51.83km/h

1分18秒105

1分27秒888 49.15km/h

1分28秒029 49.07km/h

1分26秒630 49.87km/h

1分27秒008 49.65km/h

後援

1分31秒420 47.25km/h

1分32秒131 46.89km/h 降格

1分29秒640 48.19km/h

1分30秒255 47.86km/h

13 市立堺 大阪

11 佐野工科 大阪

12 神戸弘陵 兵庫


