
スタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レース スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00

選手名選手名選手名選手名 チェックチェックチェックチェック都道府県都道府県都道府県都道府県 学校名学校名学校名学校名No.No.No.No.

Communique．No．1-1

学年学年学年学年

兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会

第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部

秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会

第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会

平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）

2 京都溝口　智貴／ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 北桑田3

3 奈良吉岡　衛／ﾖｼｵｶ ﾏﾓﾙ 奈良北2

4 和歌山永橋　湧也／ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳﾔ 和歌北3

5 大阪曽我部　厚誠／ｿｶﾞﾍﾞ ｱﾂﾉﾘ 城東工科3

6 奈良奥村　十夢／ｵｸﾑﾗ ﾄﾑ 榛生昇陽2

7 奈良三好　憲士郎／ﾐﾖｼ ｹﾝｼﾛｳ 榛生昇陽2

8 大阪浜田　大雅／ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 藤井寺工科2

9 大阪川原　健太／ｶﾜﾊﾗ ｹﾝﾀ 茨木工科3

10 大阪板垣　勇大／ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳﾄ 茨木工科2

11 大阪大久保　一輝／ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 茨木工科2

12 大阪平瀬　功汰／ﾋﾗｾ ｺｳﾀ 興国3

13 大阪二宮　誉仁／ﾆﾉﾐﾔ ﾀｶﾋﾄ 興国3

14 大阪植益　和行／ｳｴﾏｽ ｶｽﾞﾕｷ 興国3

15 大阪丸亀　孝太／ﾏﾙｶﾞﾒ ｺｳﾀ 興国3

16 大阪脇坂　尚希／ﾜｷｻｶ ﾅｵｷ 興国3

17 大阪山﨑　咲斗／ﾔﾏｻｷ ｻｷﾄ 興国3

18 大阪長谷川　聖汰郎／ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲﾀﾛｳ 興国2

19 大阪岸本　亮祐／ｷｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 興国2

20 大阪山住　虎太郎／ﾔﾏｽﾞﾐ ｺﾀﾛｳ 興国2

21 大阪田中　勇多／ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 興国1

22 大阪柴永　陸／ｼﾊﾞﾅｶﾞ ﾘｸ 興国1

23 大阪宮崎　潤規／ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 興国1

24 大阪田村　幸四郎／ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 興国1

25 大阪本郷　璃久／ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｸ 興国1

26 大阪石井　雄悟／ｲｼｲ ﾕｳｺﾞ 興国1

27 大阪笹井　馨二朗／ｻｻｲ ｷｮｳｼﾞﾛｳ 興国1

28 大阪菊本　泰右／ｷｸﾓﾄ ﾀｲｽｹ 興国1

29 大阪砂坂　乃基／ｽﾅｻｶ ﾅｲｷ 興国1

30 大阪齋藤　修司／ｻｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 興国1

31 大阪岡田  洋明／ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 興国1

32 大阪建部　宗一郎／ﾀﾃﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 興国1

33 大阪大得　智季／ｵｵｴ ｻﾄｷ 大阪偕星3

34 大阪尼丁　禎章／ｱﾏﾁｮｳ ｻﾀﾞｱｷ 大阪偕星3

35 大阪前田　直也／ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 大阪偕星3

36 大阪石井　玲央／ｲｼｲ ﾚｵ 大阪偕星2

37 大阪林　亮介／ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 大阪偕星2

38 大阪長野　五輪／ﾅｶﾞﾉ ｺﾞﾘﾝ 大阪偕星2

39 大阪得津　光司／ﾄｸﾂ ｺｳｼﾞ 東海大仰星3

40 大阪福永　大智／ﾌｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 城東工科2

41 大阪山﨑　一／ﾔﾏｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 城東工科3

42 大阪古川　智也／ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ 城東工科3

43 大阪町田　龍士／ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 城東工科2

44 大阪浜田　樹／ﾊﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 大阪産大2

45 大阪山邊　悠平／ﾔﾏﾍﾞ ﾕｳﾍｲ 大阪産大2

46 大阪谷　和也／ﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 市立堺2

主　催 ：

共　催 ：

後　援 ：

主　管 ：

近畿高等学校体育連盟

奈良県教育委員会　　奈良県高等学校体育連盟

宇陀市　　宇陀市教育委員会　　（公財）奈良県体育協会　　近畿地域自転車競技連盟

近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　　奈良県高等学校体育連盟自転車競技専門部

奈良県自転車競技連盟　　株式会社奈良新聞社　　奈良テレビ放送株式会社



スタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レース スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00

選手名選手名選手名選手名 都道府県都道府県都道府県都道府県 学校名学校名学校名学校名No.No.No.No. 学年学年学年学年

Communique．No．1-2

兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会

第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部

秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会

第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会

平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）

47 大阪水谷　悟史／ﾐｽﾞﾀﾆ ｻﾄｼ 市立堺2

48 大阪間瀬　勝義／ﾏｾ ｶﾂﾖｼ 佐野工科2

49 京都源田　真也／ｹﾞﾝﾀ ｼﾝﾔ 花園3

50 京都大井　優茉／ｵｵｲ ﾕｳﾏ 花園2

51 京都橋本　将仁／ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ 花園3

52 京都丹羽　優輔／ﾆﾜ ﾕｳｽｹ 花園1

53 京都太田　瑛士／ｵｵﾀ ｴｲｼﾞ 花園1

54 京都大森　一輝／ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞｷ 鴨沂3

55 京都直田　剛至／ｽｸﾞﾀ ﾂﾖｼ 鴨沂3

56 京都大山　慶祐／ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 鴨沂2

57 京都瀧山　里玖／ﾀｷﾔﾏ ﾘｸ 鴨沂2

58 京都西村　豊紀／ﾆｼﾑﾗ ﾄﾖｷ 北陵3

59 京都大住　駿介／ｵｵｽﾐ ｼｭﾝｽｹ 北陵3

60 京都藤木　大嗣／ﾌｼﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞ 北陵3

61 京都小松　晟／ｺﾏﾂ ｱｷﾗ 北陵2

62 京都田中　久敦／ﾀﾅｶ ﾋｻﾉﾌﾞ 北陵2

63 京都中野　源太／ﾅｶﾉ ｹﾞﾝﾀ 北陵2

64 京都武田　悠佑／ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 北桑田3

65 京都竹村　拓／ﾀｹﾑﾗ ﾀｸ 北桑田3

66 京都早川　裕紀／ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 北桑田3

67 京都湯浅　健生／ﾕｱｻ ﾀﾂｷ 北桑田3

68 京都三宅　大春／ﾐﾔｹ ﾀｲｼｭﾝ 北桑田2

70 京都大島　茂樹／ｵｵｼﾏ ｼｹﾞｷ 北桑田2

71 京都小田　隆一／ｵﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 北桑田2

72 京都中元　優一／ﾅｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 北桑田2

73 京都水口　宙／ﾐﾅｸﾁ ｿﾗ 北桑田2

74 京都若松　京雅／ﾜｶﾏﾂ ｷｮｳｶﾞ 北桑田1

76 京都初貝　英隆／ﾊﾂｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 北桑田1

77 京都平松　拓也／ﾋﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 北桑田1

78 京都石本　崚／ｲｼﾓﾄ ﾘｮｳ 田辺2

79 京都山本　耀介／ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 洛北2

80 京都上羽　虎之介／ｳｴﾊﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 向陽3

81 京都金田　慎二郎／ｶﾈﾀﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 向陽2

82 兵庫小山　和明／ｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 小野工業高3

83 兵庫妹尾　佳音／ｾｵ ｶｲﾄ 小野工業高2

84 兵庫荻野　弘晃／ｵｷﾞﾉ ﾋﾛｱｷ 兵庫工2

85 兵庫大田　稜輔／ｵｵﾀ ﾘｮｳｽｹ 兵庫工2

86 兵庫城　健斗／ｼﾞｮｳ ｹﾝﾄ 兵庫工2

87 兵庫高倉　柚人／ﾀｶｸﾗ ﾕｳﾄ 兵庫工2

88 兵庫河村　裕輔／ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｽｹ 神崎高校3

90 兵庫宮浦　淳希／ﾐﾔｳﾗ ｼﾞｭﾝｷ 神崎高校2

91 兵庫伊藤　歩登／ｲﾄｳ ｱﾙﾄ 神戸弘陵2

92 兵庫楠田　祥大／ｸｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 神戸弘陵2

93 兵庫河原　大芽／ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛﾒ 飾磨工3

94 兵庫村上　翔馬／ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾏ 飾磨工2

主　催 ：

共　催 ：

後　援 ：

主　管 ：

近畿高等学校体育連盟

奈良県教育委員会　　奈良県高等学校体育連盟

宇陀市　　宇陀市教育委員会　　（公財）奈良県体育協会　　近畿地域自転車競技連盟

近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　　奈良県高等学校体育連盟自転車競技専門部

奈良県自転車競技連盟　　株式会社奈良新聞社　　奈良テレビ放送株式会社



スタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レース スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00

選手名選手名選手名選手名 都道府県都道府県都道府県都道府県 学校名学校名学校名学校名No.No.No.No. 学年学年学年学年

Communique．No．1-3

兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会

第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部

秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会

第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会

平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）

95 兵庫古田　大貴／ﾌﾙﾀ ﾀﾞｲｷ 飾磨工2

96 兵庫大谷　昂史／ｵｵﾀﾆ ｺｳｽｹ 飾磨工2

97 兵庫中谷　空／ﾅｶﾀﾆ ｿﾗ 飾磨工2

98 兵庫井上　昇真／ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾏ 飾磨工2

99 兵庫八木　佑太／ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ 飾磨工多2

100 兵庫髙重　建太／ﾀｶｼｹﾞ ｹﾝﾀ 神戸高専3

101 兵庫卜部　大悟／ｳﾗﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 神戸高専3

102 兵庫宮原　輝／ﾐﾔﾊﾗ ﾋｶﾙ 神戸高専3

103 兵庫白石　陸歩／ｼﾗｲｼ ﾘｸﾎ 神戸高専3

104 兵庫瀬川　純／ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 神戸高専2

105 兵庫磯部　行佑／ｲｿﾍﾞ ｺｳｽｹ 自由ヶ丘3

106 兵庫椵山　瑶介／ﾓﾐﾔﾏ ﾖｳｽｹ 自由ヶ丘3

107 兵庫草薙　海斗／ｸｻﾅｷﾞ ｶｲﾄ 自由ヶ丘2

108 兵庫深川　陽平／ﾌｶｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 自由ヶ丘2

109 兵庫奥出　翔／ｵｸﾃﾞ ｶｹﾙ 自由ヶ丘2

110 兵庫福島　吉丸／ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾏﾙ 自由ヶ丘2

111 兵庫道盛　裕哉／ﾐﾁﾓﾘ ﾕｳﾔ 市立伊丹3

112 兵庫南方　皐佑／ﾐﾅｶﾀ ｺｳｽｹ 市立伊丹3

113 兵庫奥田　圭祐／ｵｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 市立伊丹2

114 兵庫武田　明樹／ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 市立伊丹2

115 兵庫田中　秀弥／ﾀﾅｶ ｼｭｳﾔ 市立伊丹2

116 兵庫前川　直也／ﾏｴｶﾜ ﾅｵﾔ 市立伊丹2

117 兵庫松本　峻／ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 市立伊丹2

118 兵庫安田　康太／ﾔｽﾀﾞ ｺｳﾀ 市立伊丹2

119 兵庫梶　鉄輝／ｶｼﾞ ﾃﾂｷ 市立伊丹1

120 兵庫山川　晃弥／ﾔﾏｶﾜ ｱｷﾔ 市立伊丹1

121 滋賀佐藤　孝昭／ｻﾄｳ ﾀｶｱｷ 瀬田工3

122 滋賀岡本　優輝／ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 瀬田工3

123 滋賀西村　海斗／ﾆｼﾑﾗ ｶｲﾄ 瀬田工3

124 滋賀奥田　恭介／ｵｸﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 瀬田工3

126 和歌山南　潤／ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 和歌北3

127 和歌山布居　大地／ﾇﾉｲ ﾀﾞｲﾁ 和歌北3

128 和歌山山本　慧／ﾔﾏﾓﾄ ｹｲ 和歌北3

130 和歌山吉田　拓未／ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 紀北工2

131 和歌山笠松　大空／ｶｻﾏﾂ ﾀｸ 紀北工2

133 奈良塩田　翔／ｼｵﾀ ｶｹﾙ 奈良北3

134 奈良森田　晃優／ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ 奈良北2

135 奈良田中　来里須／ﾀﾅｶ ｸﾘｽ 奈良北2

136 奈良中村　琉歌／ﾅｶﾑﾗ ﾙｶ 奈良北1

137 奈良弓場　圭人／ﾕｳﾊﾞ ｹｲﾄ 奈良北1

138 奈良藤田　和也／ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 奈良北1

139 奈良入部　宏樹／ｲﾘﾍﾞ ﾋﾛｷ 奈良北1

140 奈良當喜　達也／ﾄｳｷ ﾀﾂﾔ 奈良北1

141 奈良小田　瞭友／ｵﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 奈良北1

142 奈良岡本　祐典／ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 奈良北1

主　催 ：

共　催 ：

後　援 ：

主　管 ：

近畿高等学校体育連盟

奈良県教育委員会　　奈良県高等学校体育連盟

宇陀市　　宇陀市教育委員会　　（公財）奈良県体育協会　　近畿地域自転車競技連盟

近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　　奈良県高等学校体育連盟自転車競技専門部

奈良県自転車競技連盟　　株式会社奈良新聞社　　奈良テレビ放送株式会社



スタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レーススタートリスト ／ 個人ロード・レース スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00スタート :  10:00:00

選手名選手名選手名選手名 都道府県都道府県都道府県都道府県 学校名学校名学校名学校名No.No.No.No. 学年学年学年学年

Communique．No．1-4

兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会兼　平成２７年度全国高等学校総合体育大会

第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部第５２回近畿高等学校自転車競技大会・ロードの部

秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会秩父宮記念杯第６６回全国高等学校対抗自転車競技選手権大会

第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会第６０回全国高等学校自転車道路競走中央大会　近畿予選会

平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）平成27年6月7日　宇陀市・特設ロードレースコース　77km（1周 11km×7周回）

143 奈良栗巣　颯葵／ｸﾘｽ ｻﾂｷ 奈良北1

144 奈良安川　義道／ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾐﾁ 榛生昇陽3

145 奈良松山　達人／ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾄ 榛生昇陽3

146 奈良中囿　正太／ﾅｶｿﾞﾉ ｼｮｳﾀ 榛生昇陽3

147 奈良岡本　篤樹／ｵｶﾓﾄ ｱﾂｷ 榛生昇陽2

148 奈良今西　力太／ｲﾏﾆｼ ﾘｷﾀ 榛生昇陽2

149 奈良畑谷　晃助／ﾊﾀﾀﾆ ｺｳｽｹ 榛生昇陽2

150 奈良西原　裕太郎／ﾆｼﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 榛生昇陽1

151 奈良中村　葵／ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 榛生昇陽1

152 奈良河野　翔輝／ｶﾜﾉ ｼｮｳｷ 榛生昇陽1

153 奈良二宮　敦史／ﾆﾉﾐﾔ ｱﾂｼ 榛生昇陽1

154 奈良門谷　尚幸／ｶﾄﾞﾀﾆ ﾅｵﾕｷ 榛生昇陽1

1 京都徳田　匠／ﾄｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 北桑田3 DNS

69 京都堀越　翔己／ﾎﾘｺｼ ｼｮｳｷ 北桑田2 DNS

75 京都田上　輝樹／ﾀｶﾞﾐ ﾃﾙｷ 北桑田1 DNS

89 兵庫柴田　大誠／ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 神崎高校2 DNS

125 滋賀小島　健斗／ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 瀬田工3 DNS

129 和歌山川上　松五郎／ｶﾜｶﾐ ﾏﾂｺﾞﾛｳ 和歌北2 DNS

132 和歌山松平　幸樹／ﾏﾂﾋﾗ ｺｳｷ 紀北工2 DNS

SignSignSignSign

Commissaire's  PanelCommissaire's  PanelCommissaire's  PanelCommissaire's  Panel
出走 = 147名出走 = 147名出走 = 147名出走 = 147名
DNS =    7名DNS =    7名DNS =    7名DNS =    7名

主　催 ：

共　催 ：

後　援 ：

主　管 ：

近畿高等学校体育連盟

奈良県教育委員会　　奈良県高等学校体育連盟

宇陀市　　宇陀市教育委員会　　（公財）奈良県体育協会　　近畿地域自転車競技連盟

近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　　奈良県高等学校体育連盟自転車競技専門部

奈良県自転車競技連盟　　株式会社奈良新聞社　　奈良テレビ放送株式会社


