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23 男子ケイリン　【7-12位決定戦】

区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 45 光田　竣輔 ﾐﾂﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 3年 興國 大阪 11 秒 920 60.40 km/h 1

2(黒) 108 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 3年 和歌山北 和歌山 秒 -- 2

3(赤) 20 藤井　響流 ﾌｼﾞｲ  ｺｳﾙ 2年 鴨沂 京都 秒 -- 4

4(青) 104 尾前　翔曳 ｵﾏｴ  ｼｮｳｴｲ 2年 榛生昇陽 奈良 秒 -- 6

5(黄) 74 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 3年 神崎 兵庫 秒 -- 3

6(白黒) 42 井上裕太郎 ｲﾉｳｴ  ﾕｳﾀﾛｳ 2年 茨木工科 大阪 秒 -- 5

23 男子ケイリン　【決勝】

区分 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

1(白) 13 福原　名月 ﾌｸﾊﾗ  ﾅﾂﾞｷ 2年 向陽 京都 秒 -- 5

2(黒) 34 小江虎之介 ｵｴ  ﾄﾗﾉｽｹ 3年 城東工科 大阪 秒 -- 4

3(赤) 98 津石　康平 ﾂｲｼ  ｺｳﾍｲ 2年 奈良北 奈良 秒 -- 3

4(青) 64 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 3年 三田 兵庫 11 秒 610 62.02 km/h 1

5(黄) 7 川村　峻輝 ｶﾜﾑﾗ  ｼｭﾝｷ 2年 北桑田 京都 秒 -- 2

6(白黒) 51 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 3年 市立堺 大阪 秒 -- 6

RESULT(RANKING) - KEIRIN / Men / Final
順位 区分 BN 選手名 学年 学校名 府県名

1 4(青) 64 辻中　拓摩 ﾂｼﾞﾅｶ  ﾀｸﾏ 3年 三田 兵庫 62.02 km/h

2 5(黄) 7 川村　峻輝 ｶﾜﾑﾗ  ｼｭﾝｷ 2年 北桑田 京都 --

3 3(赤) 98 津石　康平 ﾂｲｼ  ｺｳﾍｲ 2年 奈良北 奈良 --

4 2(黒) 34 小江虎之介 ｵｴ  ﾄﾗﾉｽｹ 3年 城東工科 大阪 --

5 1(白) 13 福原　名月 ﾌｸﾊﾗ  ﾅﾂﾞｷ 2年 向陽 京都 --

6 6(白黒) 51 田中　裕也 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾔ 3年 市立堺 大阪 --

RESULT(RANKING) - KEIRIN / Men / 7th-12th  Places
順位 区分 BN 選手名 学年 学校名 府県名

7 1(白) 45 光田　竣輔 ﾐﾂﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 3年 興國 大阪 60.40 km/h

8 2(黒) 108 山本　秀太 ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾀ 3年 和歌山北 和歌山 --

9 5(黄) 74 小林　聖哉 ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 3年 神崎 兵庫 --

10 3(赤) 20 藤井　響流 ﾌｼﾞｲ  ｺｳﾙ 2年 鴨沂 京都 --

11 6(白黒) 42 井上裕太郎 ｲﾉｳｴ  ﾕｳﾀﾛｳ 2年 茨木工科 大阪 --

12 4(青) 104 尾前　翔曳 ｵﾏｴ  ｼｮｳｴｲ 2年 榛生昇陽 奈良 --
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