
2016(H28)/06/10-12 大阪府・岸和田競輪場[周長400m]

2016-June-11/Sat 10:05

#03

# 学校名 府県名 学年 DN? 順位 備考

1 谷　　拓希 ﾀﾆ ﾋﾛｷ 兵庫工 兵庫 2 15 秒 039 47.88 km/h 52
2 山元　孝幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 興國 大阪 2 19 秒 005 37.88 km/h 60
3 芦谷　勇輝 ｱｼﾀﾆ ﾕｳｷ 神戸弘陵 兵庫 1 14 秒 538 49.53 km/h 47
4 田中　志諭 ﾀﾅｶ ｼﾕ 興國 大阪 2 15 秒 903 45.27 km/h 58
5 田端　洸志 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼ 佐野工科 大阪 1 15 秒 206 47.35 km/h 53
6 佐々木優海 ｻｻｷ ﾕｳ 佐野工科 大阪 1 14 秒 657 49.12 km/h 48
7 北村　貴行 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 市立堺 大阪 1 15 秒 533 46.35 km/h 56
8 大久保拓哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 市立堺 大阪 1 13 秒 556 53.11 km/h 27
9 田中　裕也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 市立堺 大阪 1 12 秒 746 56.49 km/h 7
10 岡田　竜弥 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 紀北工 和歌山 1 13 秒 966 51.55 km/h 41
11 奥田　宏人 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 奈良北 奈良 1 15 秒 554 46.29 km/h 57
12 守口　俊輔 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 奈良北 奈良 1 DNS 秒
13 長谷川雄大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 榛生昇陽 奈良 1 13 秒 895 51.82 km/h 38
14 三木　陽太 ﾐｷ ﾖｳﾀ 奈良北 奈良 1 16 秒 495 43.65 km/h 59
15 田中　颯真 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 向陽 京都 1 15 秒 264 47.17 km/h 54
16 藤田　航星 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 佐野工科 大阪 2 13 秒 781 52.25 km/h 34
17 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 神崎 兵庫 1 15 秒 360 46.88 km/h 55
18 崔　　　龍 ﾁｪ ﾘｭｳ 神崎 兵庫 1 DNS 秒
19 多田　雄飛 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾋ 神崎 兵庫 1 13 秒 734 52.42 km/h 33
20 原田　伽以 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 神崎 兵庫 1 13 秒 392 53.76 km/h 20
21 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 奈良北 奈良 1 13 秒 520 53.25 km/h 23
22 森根　詩成 ﾓﾘﾈ ｼｲﾅ 市立伊丹 兵庫 2 13 秒 827 52.07 km/h 37
23 中本　祥司 ﾅｶﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 奈良北 奈良 1 13 秒 969 51.54 km/h 42
24 門谷　尚幸 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾅｵﾕｷ 榛生昇陽 奈良 2 14 秒 868 48.43 km/h 51
25 中嶋　大輝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 奈良北 奈良 1 13 秒 939 51.65 km/h 39
26 若杉　太陽 ﾜｶｽｷﾞ ﾀｲﾖｳ 大阪産大 大阪 1 14 秒 524 49.57 km/h 46
27 田丸　拓也 ﾀﾏﾙ ﾀｸﾔ 奈良北 奈良 1 DNS 秒
28 近藤　　光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 奈良北 奈良 1 13 秒 821 52.09 km/h 36
29 伊藤　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 榛生昇陽 奈良 1 14 秒 411 49.96 km/h 45
30 坂本　篤哉 ｻｶﾓﾄ ｱﾂﾔ 興國 大阪 1 14 秒 691 49.01 km/h 49
31 藪添　彪雅 ﾔﾌﾞｿﾞｴ ﾋｮｳｶﾞ 紀北工 和歌山 1 DNS 秒
32 松浦　輝久 ﾏﾂｳﾗ ﾃﾙﾋｻ 大阪産大 大阪 1 14 秒 122 50.98 km/h 43
33 藤井　　蓮 ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 市立堺 大阪 2 DNS 秒
34 竹中　秀輔 ﾀｹﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 奈良北 奈良 1 14 秒 136 50.93 km/h 44
35 樋口　　章 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ 市立伊丹 兵庫 2 13 秒 119 54.88 km/h 14
36 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ ｺｳｼﾞ 奈良北 奈良 1 13 秒 948 51.62 km/h 40
37 成子　嘉紀 ﾅﾙｺ ﾖｼﾉﾘ 興國 大阪 1 13 秒 038 55.22 km/h 12
38 髙木　遥哉 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾔ 三田 兵庫 1 13 秒 386 53.79 km/h 19
39 深見　克樹 ﾌｶﾐ ｶﾂｷ 三田 兵庫 1 14 秒 695 49.00 km/h 50
40 宮崎　潤規 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 興國 大阪 2 13 秒 651 52.74 km/h 30
41 坂田　崚介 ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 紀北工 和歌山 2 13 秒 521 53.25 km/h 24
42 嶋岡　達貴 ｼﾏｵｶ ﾀﾂｷ 榛生昇陽 奈良 1 13 秒 784 52.23 km/h 35
43 田中　勇多 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 興國 大阪 2 13 秒 425 53.63 km/h 22
44 光田　竣輔 ﾐﾂﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 興國 大阪 1 13 秒 153 54.74 km/h 15
45 池田　康輔 ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 三田 兵庫 1 13 秒 565 53.08 km/h 28
46 田中　　肇 ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 三田 兵庫 1 13 秒 410 53.69 km/h 21
47 髙倉廉太郎 ﾀｶｸﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田 京都 1 13 秒 326 54.03 km/h 18
48 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ ﾀｸﾏ 三田 兵庫 1 13 秒 551 53.13 km/h 26
49 天野　颯太 ｱﾏﾉ ｿｳﾀ 北桑田 京都 1 13 秒 540 53.18 km/h 25
50 木戸亜似流 ｷﾄﾞ ｱｲﾙ 和歌北 和歌山 1 12 秒 973 55.50 km/h 10
51 柴永　　陸 ｼﾊﾞﾅｶﾞ ﾘｸ 興國 大阪 2 13 秒 077 55.06 km/h 13
52 石川　　輝 ｲｼｶﾜ ﾃﾙ 北桑田 京都 1 13 秒 619 52.87 km/h 29
53 市川　光人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾄ 北桑田 京都 1 13 秒 280 54.22 km/h 16
54 奥地　龍人 ｵｸﾁ ﾘｭｳﾄ 北桑田 京都 1 12 秒 783 56.32 km/h 9
55 吉川　夏都 ｷｯｶﾜ ﾅﾂﾄ 興國 大阪 2 13 秒 672 52.66 km/h 31
56 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 榛生昇陽 奈良 2 12 秒 976 55.49 km/h 11
57 西川　　心 ﾆｼｶﾜ ｼﾝ 興國 大阪 2 DNS 秒
58 田上　輝樹 ﾀｶﾞﾐ ﾃﾙｷ 北桑田 京都 2 12 秒 441 57.87 km/h 4
59 大島　茂樹 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞｷ 北桑田 京都 3 13 秒 686 52.61 km/h 32
60 初貝　英隆 ﾊﾂｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 北桑田 京都 2 12 秒 752 56.46 km/h 8
61 井野　誠大 ｲﾉ ﾏｺﾄ 北桑田 京都 1 12 秒 428 57.93 km/h 3
62 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｸ 興國 大阪 2 12 秒 497 57.61 km/h 5
63 田中来里須 ﾀﾅｶ ｸﾘｽ 奈良北 奈良 3 13 秒 311 54.09 km/h 17
64 馬越　裕之 ｳﾏｺｼ ﾋﾛﾕｷ 榛生昇陽 奈良 1 12 秒 544 57.40 km/h 6
65 畑谷　晃助 ﾊﾀﾀﾆ ｺｳｽｹ 榛生昇陽 奈良 3 DNS 秒
66 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ ｻｷﾄ 北桑田 京都 1 12 秒 311 58.48 km/h 2
67 田村幸四郎 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 興國 大阪 2 11 秒 981 60.10 km/h 1
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順位 学校名 府県名 学年

1 田村幸四郎 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 興國 大阪 2 60.10 km/h
2 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ ｻｷﾄ 北桑田 京都 1 58.48 km/h
3 井野　誠大 ｲﾉ ﾏｺﾄ 北桑田 京都 1 57.93 km/h
4 田上　輝樹 ﾀｶﾞﾐ ﾃﾙｷ 北桑田 京都 2 57.87 km/h
5 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ ﾘｸ 興國 大阪 2 57.61 km/h
6 馬越　裕之 ｳﾏｺｼ ﾋﾛﾕｷ 榛生昇陽 奈良 1 57.40 km/h
7 田中　裕也 ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 市立堺 大阪 1 56.49 km/h
8 初貝　英隆 ﾊﾂｶﾞｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 北桑田 京都 2 56.46 km/h
9 奥地　龍人 ｵｸﾁ ﾘｭｳﾄ 北桑田 京都 1 56.32 km/h
10 木戸亜似流 ｷﾄﾞ ｱｲﾙ 和歌北 和歌山 1 55.50 km/h
11 中村　　葵 ﾅｶﾑﾗ ｱｵｲ 榛生昇陽 奈良 2 55.49 km/h
12 成子　嘉紀 ﾅﾙｺ ﾖｼﾉﾘ 興國 大阪 1 55.22 km/h
13 柴永　　陸 ｼﾊﾞﾅｶﾞ ﾘｸ 興國 大阪 2 55.06 km/h
14 樋口　　章 ﾋｸﾞﾁ ｱｷﾗ 市立伊丹 兵庫 2 54.88 km/h
15 光田　竣輔 ﾐﾂﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 興國 大阪 1 54.74 km/h
16 市川　光人 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾄ 北桑田 京都 1 54.22 km/h
17 田中来里須 ﾀﾅｶ ｸﾘｽ 奈良北 奈良 3 54.09 km/h
18 髙倉廉太郎 ﾀｶｸﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 北桑田 京都 1 54.03 km/h
19 髙木　遥哉 ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾔ 三田 兵庫 1 53.79 km/h
20 原田　伽以 ﾊﾗﾀﾞ ｶｲ 神崎 兵庫 1 53.76 km/h
21 田中　　肇 ﾀﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 三田 兵庫 1 53.69 km/h
22 田中　勇多 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 興國 大阪 2 53.63 km/h
23 井上　和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 奈良北 奈良 1 53.25 km/h
24 坂田　崚介 ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 紀北工 和歌山 2 53.25 km/h
25 天野　颯太 ｱﾏﾉ ｿｳﾀ 北桑田 京都 1 53.18 km/h
26 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ ﾀｸﾏ 三田 兵庫 1 53.13 km/h
27 大久保拓哉 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 市立堺 大阪 1 53.11 km/h
28 池田　康輔 ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 三田 兵庫 1 53.08 km/h
29 石川　　輝 ｲｼｶﾜ ﾃﾙ 北桑田 京都 1 52.87 km/h
30 宮崎　潤規 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 興國 大阪 2 52.74 km/h
31 吉川　夏都 ｷｯｶﾜ ﾅﾂﾄ 興國 大阪 2 52.66 km/h
32 大島　茂樹 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞｷ 北桑田 京都 3 52.61 km/h
33 多田　雄飛 ﾀﾀﾞ ﾕｳﾋ 神崎 兵庫 1 52.42 km/h
34 藤田　航星 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ 佐野工科 大阪 2 52.25 km/h
35 嶋岡　達貴 ｼﾏｵｶ ﾀﾂｷ 榛生昇陽 奈良 1 52.23 km/h
36 近藤　　光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 奈良北 奈良 1 52.09 km/h
37 森根　詩成 ﾓﾘﾈ ｼｲﾅ 市立伊丹 兵庫 2 52.07 km/h
38 長谷川雄大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 榛生昇陽 奈良 1 51.82 km/h
39 中嶋　大輝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 奈良北 奈良 1 51.65 km/h
40 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ ｺｳｼﾞ 奈良北 奈良 1 51.62 km/h
41 岡田　竜弥 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 紀北工 和歌山 1 51.55 km/h
42 中本　祥司 ﾅｶﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 奈良北 奈良 1 51.54 km/h
43 松浦　輝久 ﾏﾂｳﾗ ﾃﾙﾋｻ 大阪産大 大阪 1 50.98 km/h
44 竹中　秀輔 ﾀｹﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 奈良北 奈良 1 50.93 km/h
45 伊藤　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 榛生昇陽 奈良 1 49.96 km/h
46 若杉　太陽 ﾜｶｽｷﾞ ﾀｲﾖｳ 大阪産大 大阪 1 49.57 km/h
47 芦谷　勇輝 ｱｼﾀﾆ ﾕｳｷ 神戸弘陵 兵庫 1 49.53 km/h
48 佐々木優海 ｻｻｷ ﾕｳ 佐野工科 大阪 1 49.12 km/h
49 坂本　篤哉 ｻｶﾓﾄ ｱﾂﾔ 興國 大阪 1 49.01 km/h
50 深見　克樹 ﾌｶﾐ ｶﾂｷ 三田 兵庫 1 49.00 km/h
51 門谷　尚幸 ｶﾄﾞﾀﾆ ﾅｵﾕｷ 榛生昇陽 奈良 2 48.43 km/h
52 谷　　拓希 ﾀﾆ ﾋﾛｷ 兵庫工 兵庫 2 47.88 km/h
53 田端　洸志 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼ 佐野工科 大阪 1 47.35 km/h
54 田中　颯真 ﾀﾅｶ ｿｳﾏ 向陽 京都 1 47.17 km/h
55 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 神崎 兵庫 1 46.88 km/h
56 北村　貴行 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 市立堺 大阪 1 46.35 km/h
57 奥田　宏人 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛﾄ 奈良北 奈良 1 46.29 km/h
58 田中　志諭 ﾀﾅｶ ｼﾕ 興國 大阪 2 45.27 km/h
59 三木　陽太 ﾐｷ ﾖｳﾀ 奈良北 奈良 1 43.65 km/h
60 山元　孝幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 興國 大阪 2 37.88 km/h

DNS 守口　俊輔 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 奈良北 奈良 1 --
DNS 崔　　　龍 ﾁｪ ﾘｭｳ 神崎 兵庫 1 --
DNS 田丸　拓也 ﾀﾏﾙ ﾀｸﾔ 奈良北 奈良 1 --
DNS 藪添　彪雅 ﾔﾌﾞｿﾞｴ ﾋｮｳｶﾞ 紀北工 和歌山 1 --
DNS 藤井　　蓮 ﾌｼﾞｲ ﾚﾝ 市立堺 大阪 2 --
DNS 西川　　心 ﾆｼｶﾜ ｼﾝ 興國 大阪 2 --
DNS 畑谷　晃助 ﾊﾀﾀﾆ ｺｳｽｹ 榛生昇陽 奈良 3 --

主催 近畿高等学校体育連盟　大阪府教育委員会

後援 近畿地域自転車競技連合　大阪府自転車競技連盟　(公財)日本自転車競技会近畿支部　(一社)日本競輪選手会大阪支部

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

備考平均時速記録選手名

RESULT - 200m Time Trial - flying start / Rookie Final

12秒441 --

12秒497 --

12秒544 --

11秒981 --

12秒311 --

12秒428 --

12秒973 --

12秒976 --

13秒038 --

12秒746 --

12秒752 --

12秒783 --

13秒280 --

13秒311 --

13秒326 --

13秒077 --

13秒119 --

13秒153 --

13秒425 --

13秒520 --

13秒521 --

13秒386 --

13秒392 --

13秒410 --

13秒565 --

13秒619 --

13秒651 --

13秒540 --

13秒551 --

13秒556 --

13秒781 --

13秒784 --

13秒821 --

13秒672 --

13秒686 --

13秒734 --

13秒948 --

13秒966 --

13秒969 --

13秒827 --

13秒895 --

13秒939 --

14秒524 --

14秒538 --

14秒657 --

14秒122 --

14秒136 --

14秒411 --

15秒039 --

15秒206 --

15秒264 --

14秒691 --

14秒695 --

14秒868 --

15秒903 --

16秒495 --

19秒005 --

15秒360 --

15秒533 --

15秒554 --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --


