
第54回近畿高等学校自転車競技大会 兼 平成29年度全国高校総体近畿ブロック予選 Comm 20
男子ケイリン　【予選】
各組上位3名が準決勝へ、敗者は敗者復活戦へ

組 区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 47 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ  ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 11 秒 519 62.51 km/h 1

2(黒) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 秒 -- 4

3(赤) 109 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ  ｺｳｼﾞ 2年 奈良北 奈良 秒 -- 2

4(青) 4 金田宏三郎 ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 3年 向陽 京都 秒 -- 3

5(黄) 83 上田　真生 ｳｴﾀﾞ  ﾏｵ 2年 飾磨工多部 兵庫 秒 -- 5

組 区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 98 二宮　敦史 ﾆﾉﾐﾔ  ｱﾂｼ 3年 榛生昇陽 奈良 12 秒 046 59.77 km/h 1

2(黒) 52 中村聡一郎 ﾅｶﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ 3年 城東工科 大阪 秒 -- 3

3(赤) 76 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 2年 三田 兵庫 秒 -- 2

4(青) 113 植阪　せい ｳｴｻｶ  ｾｲ 2年 紀北工 和歌山 秒 -- 4

5(黄) 87 大浦　涼雅 ｵｵｳﾗ  ﾘｮｳｶﾞ 3年 飾磨工 兵庫 秒 -- DNS

組 区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 11 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ  ｻｷﾄ 2年 北桑田 京都 12 秒 568 57.29 km/h 1

2(黒) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 秒 -- 4

3(赤) 120 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 2年 和歌山北 和歌山 秒 -- 3

4(青) 72 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 2年 神崎 兵庫 秒 -- 2

5(黄) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 秒 -- 5

順位 区分 BN 学年 学校名 府県名

1組
1 1(白) 47 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ  ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 62.51 km/h

2 3(赤) 109 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ  ｺｳｼﾞ 2年 奈良北 奈良 --

3 4(青) 4 金田宏三郎 ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 3年 向陽 京都 --

4 2(黒) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 --

5 5(黄) 83 上田　真生 ｳｴﾀﾞ  ﾏｵ 2年 飾磨工多部 兵庫 --

2組
1 1(白) 98 二宮　敦史 ﾆﾉﾐﾔ  ｱﾂｼ 3年 榛生昇陽 奈良 59.77 km/h

2 3(赤) 76 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 2年 三田 兵庫 --

3 2(黒) 52 中村聡一郎 ﾅｶﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ 3年 城東工科 大阪 --

4 4(青) 113 植阪　せい ｳｴｻｶ  ｾｲ 2年 紀北工 和歌山 --

DNS 5(黄) 87 大浦　涼雅 ｵｵｳﾗ  ﾘｮｳｶﾞ 3年 飾磨工 兵庫 --

3組
1 1(白) 11 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ  ｻｷﾄ 2年 北桑田 京都 57.29 km/h

2 4(青) 72 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 2年 神崎 兵庫 --

3 3(赤) 120 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 2年 和歌山北 和歌山 --

4 2(黒) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 --

5 5(黄) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 --
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選手名 記録 平均時速

3

備考

12秒046 準決勝へ

11秒519 準決勝へ

-- 準決勝へ

-- 準決勝へ

-- 敗者復活戦へ

-- 敗者復活戦へ

-- 準決勝へ

-- 準決勝へ

-- 敗者復活戦へ

--

12秒568 準決勝へ

-- 準決勝へ

-- 準決勝へ

-- 敗者復活戦へ

-- 敗者復活戦へ



第54回近畿高等学校自転車競技大会 兼 平成29年度全国高校総体近畿ブロック予選 Comm 33
男子ケイリン　【敗者復活戦】
上位３名が準決勝へ

区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 秒 -- 3

2(黒) 113 植阪　せい ｳｴｻｶ  ｾｲ 2年 紀北工 和歌山 秒 -- 4

3(赤) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 12 秒 280 58.63 km/h 1

4(青) 83 上田　真生 ｳｴﾀﾞ  ﾏｵ 2年 飾磨工多部 兵庫 秒 -- 5

5(黄) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 秒 -- 2

6(白黒) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 秒 -- 6

順位 区分 BN 学年 学校名 府県名

1 3(赤) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 58.63 km/h

2 5(黄) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 --

3 1(白) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 --

4 2(黒) 113 植阪　せい ｳｴｻｶ  ｾｲ 2年 紀北工 和歌山 --

5 4(青) 83 上田　真生 ｳｴﾀﾞ  ﾏｵ 2年 飾磨工多部 兵庫 --

6 6(白黒) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A --

--

--

12秒280 準決勝へ

-- 準決勝へ

-- 準決勝へ
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選手名 記録 平均時速

選手名 記録 平均時速 備考

--



第54回近畿高等学校自転車競技大会 兼 平成29年度全国高校総体近畿ブロック予選 Comm 41
男子ケイリン　【準決勝】
各組上位３名が決勝へ、４位以下は7-12位決定戦へ

組 区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 47 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ  ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 11 秒 560 62.28 km/h 1

2(黒) 109 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ  ｺｳｼﾞ 2年 奈良北 奈良 秒 -- 5

3(赤) 76 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 2年 三田 兵庫 秒 -- 2

4(青) 52 中村聡一郎 ﾅｶﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ 3年 城東工科 大阪 秒 -- 3

5(黄) 120 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 2年 和歌山北 和歌山 秒 -- 4

6(白黒) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 秒 -- 6

組 区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 98 二宮　敦史 ﾆﾉﾐﾔ  ｱﾂｼ 3年 榛生昇陽 奈良 秒 -- 2

2(黒) 11 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ  ｻｷﾄ 2年 北桑田 京都 12 秒 240 58.82 km/h 1

3(赤) 72 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 2年 神崎 兵庫 秒 -- 4

4(青) 4 金田宏三郎 ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 3年 向陽 京都 秒 -- 3

5(黄) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 秒 -- 5

6(白黒) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 秒 -- 6

順位 区分 BN 学年 学校名 府県名

1組
1 1(白) 47 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ  ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 62.28 km/h

2 3(赤) 76 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 2年 三田 兵庫 --

3 4(青) 52 中村聡一郎 ﾅｶﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ 3年 城東工科 大阪 --

4 5(黄) 120 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 2年 和歌山北 和歌山 --

5 2(黒) 109 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ  ｺｳｼﾞ 2年 奈良北 奈良 --

6 6(白黒) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 --

2組
1 2(黒) 11 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ  ｻｷﾄ 2年 北桑田 京都 58.82 km/h

2 1(白) 98 二宮　敦史 ﾆﾉﾐﾔ  ｱﾂｼ 3年 榛生昇陽 奈良 --

3 4(青) 4 金田宏三郎 ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 3年 向陽 京都 --

4 3(赤) 72 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 2年 神崎 兵庫 --

5 5(黄) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 --

6 6(白黒) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 --

-- 7-12位決定戦へ

-- 7-12位決定戦へ

-- 決勝へ

-- 決勝へ

-- 7-12位決定戦へ

-- 7-12位決定戦へ

-- 7-12位決定戦へ

12秒240 決勝へ

-- 決勝へ

-- 決勝へ

-- 7-12位決定戦へ

選手名 記録 平均時速 備考

11秒560 決勝へ

1

選手名 記録 平均時速

2

16 Result

選手名 記録 平均時速



第54回近畿高等学校自転車競技大会 兼 平成29年度全国高校総体近畿ブロック予選 Comm 50
男子ケイリン　【決勝/7-12位決定戦】

7-12位決定戦
区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 120 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 2年 和歌山北 和歌山 12 秒 750 56.47 km/h 7

2(黒) 72 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 2年 神崎 兵庫 秒 -- 8

3(赤) 109 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ  ｺｳｼﾞ 2年 奈良北 奈良 秒 -- 11

4(青) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 秒 -- 10

5(黄) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 秒 -- 12

6(白黒) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 秒 -- 9

決勝
区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 47 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ  ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 11 秒 770 61.17 km/h 1

2(黒) 11 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ  ｻｷﾄ 2年 北桑田 京都 秒 -- 3

3(赤) 76 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 2年 三田 兵庫 秒 -- 6

4(青) 98 二宮　敦史 ﾆﾉﾐﾔ  ｱﾂｼ 3年 榛生昇陽 奈良 秒 -- 2

5(黄) 52 中村聡一郎 ﾅｶﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ 3年 城東工科 大阪 秒 -- 4

6(白黒) 4 金田宏三郎 ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 3年 向陽 京都 秒 -- 5

区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

決勝

1(白) 47 出口謙一郎 ﾃﾞｸﾞﾁ  ｹﾝｲﾁﾛｳ 3年 茨木工科 大阪 61.17 km/h 1

4(青) 98 二宮　敦史 ﾆﾉﾐﾔ  ｱﾂｼ 3年 榛生昇陽 奈良 -- 2

2(黒) 11 松山　福人 ﾏﾂﾔﾏ  ｻｷﾄ 2年 北桑田 京都 -- 3

5(黄) 52 中村聡一郎 ﾅｶﾑﾗ  ｿｳｲﾁﾛｳ 3年 城東工科 大阪 -- 4

6(白黒) 4 金田宏三郎 ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 3年 向陽 京都 -- 5

3(赤) 76 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 2年 三田 兵庫 -- 6

7-12位決定戦

1(白) 120 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 2年 和歌山北 和歌山 56.47 km/h 7

2(黒) 72 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 2年 神崎 兵庫 -- 8

6(白黒) 62 安藤　仁寛 ｱﾝﾄﾞｳ  ｷﾐﾋﾛ 3年 自由ヶ丘 兵庫 -- 9

4(青) 40 本郷　璃久 ﾎﾝｺﾞｳ  ﾘｸ 3年 興國 大阪 -- 10

3(赤) 109 吉岡　晃志 ﾖｼｵｶ  ｺｳｼﾞ 2年 奈良北 奈良 -- 11

5(黄) 56 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 2年 市立堺 大阪 -- 12

25 Result

選手名 記録 平均時速

選手名 記録 平均時速

選手名 記録 平均時速

--

--

--
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11秒770

--

--

--

--
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12秒750

--


