
第56回近畿高等学校自転車競技大会 兼 令和元年度全国高校総体近畿ブロック予選 2019(R01)/06/15-16　京都・向日町競輪場(周長400m) comm49

入賞者一覧
備考

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

選手名 学年 松下　龍己 2年 長谷川大悟 3年 福田　大輔 2年 早川　晃平 2年 石井　魁夢 2年 高石　晴誉 2年 山口　海翔 3年 空木　拓海 2年

学校名 府県名 茨木工科 大阪 興國 大阪 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 向陽 京都 城東工科 大阪 北桑田 京都 瀬田工 滋賀

選手名 学年 四宮　寛人 3年 西岳　凌吾 3年 中西壮二郎 3年 吉澤　央翔 3年 瀧山　月斗 2年 尾上　　巧 2年 永田　博也 2年 松尾　涼佑 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 奈良北 奈良 榛生昇陽 奈良 市立伊丹 兵庫 向陽 京都 紀北工 和歌山 市立堺 大阪 興國 大阪

選手名 学年 橋本歩久玄 2年 和田　祥吾 2年 宮本　幸輝 2年 大谷　玄真 -- 坂井　　翔 3年 春木　佑也 2年 吉田　空翔 3年 横野　　甫 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 飾磨工多部 兵庫 神崎 兵庫 榛生昇陽 奈良 興國 大阪 市立堺 大阪 奈良北 奈良 初芝富田林 大阪

選手名 学年 川村　峻輝 3年 佐藤　大心 3年 藤本　大吉 3年 常次　勇人 3年 林田　　歩 3年 丸毛　立喜 3年 中森　匠海 2年 井上裕太郎 3年

学校名 府県名 北桑田 京都 城東工科 大阪 興國 大阪 市立堺 大阪 飾磨工 兵庫 瀬田工 滋賀 奈良北 奈良 茨木工科 大阪

選手名 学年 安井　悠真 2年 山下虎ノ亮 1年 山本　和瑳 3年 福原　名月 3年 藤井　響流 3年 小寺澤　克 3年 市原　幹丸 2年 沖本　拓己 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 瀬田工 滋賀 向陽 京都 鴨沂 京都 飾磨工 兵庫 城東工科 大阪 興國 大阪

選手名 学年 岡本　勝哉 2年 髙原　令伍 3年 大新　悠真 3年 岩﨑　悠翔 3年 永井　笙太 2年 津石　康平 3年 見瀬　矩慧 3年 矢萩　悠也 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 茨木工科 大阪 城東工科 大阪 興國 大阪 奈良北 奈良 向陽 京都 大阪産大附 大阪

選手名 学年 天野　壮悠 3年 髙野　和希 3年 小池　陽斗 3年 岩田　聖矢 2年 伊藤　雄祐 3年 𠮷田　圭吾 3年 原田　翔真 2年 岡本　友汰 3年

学校名 府県名 千里 大阪 奈良北 奈良 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 茨木工科 大阪 向陽 京都 神崎 兵庫 鴨沂 京都

学校名 府県名 飾磨工 兵庫 瀬田工 滋賀 興國 大阪 城東工科 大阪 飾磨工多部 兵庫 神戸弘陵 兵庫 -- -- -- --

小寺澤　克 3年 山本　和瑳 3年 坂井　　翔 3年 佐藤　大心 3年 和田　祥吾 2年 井上　優真 2年 -- -- -- --

林田　　歩 3年 丸毛　立喜 3年 永井　笙太 2年 小谷　龍也 2年 飯塚　健斗 2年 白井　一生 2年 -- -- -- --

大島　正耀 2年 中村　将慶 3年 大和　恒星 2年 高石　晴誉 2年 福田練太郎 2年 秋定　優希 1年 -- -- -- --

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 茨木工科 大阪 向陽 京都 神崎 兵庫 鴨沂 京都 市立伊丹 兵庫

小池　陽斗 3年 中西壮二郎 3年 髙野　和希 3年 大新　悠真 3年 金田　将英 3年 谷口　海斗 3年 岡本　友汰 3年 影山　　怜 3年

川村　峻輝 3年 髙原　令伍 3年 津石　康平 3年 井上裕太郎 3年 福原　名月 3年 原田　翔真 2年 藤井　響流 3年 永富　颯紀 3年

四宮　寛人 3年 岩田　聖矢 2年 西岳　凌吾 3年 伊藤　雄祐 3年 見瀬　矩慧 3年 宮本　幸輝 2年 天野　勇輝 1年 吉澤　央翔 3年

岡本　勝哉 2年 山下虎ノ亮 1年 坂下　勁慈 2年 松下　龍己 2年 𠮷田　圭吾 3年 西川　　奏 1年 長谷川拓海 1年 和田　一馬 2年

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 興　国 大阪 茨木工科 大阪 城東工科 大阪 向　陽 京都 瀬田工 滋賀

監督名 得点 市野　育人 65点 大和　剛士 46点 平林　高久 34点 鈴木　徳彦 31点 堀田　隆志 26点 竹林　佑馬 23点 柏原　　剛 23点 金田明一郎 20点

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 興　国 大阪 茨木工科 大阪 向　陽 京都 城東工科 大阪 瀬田工 滋賀

監督名 得点 市野　育人 83点 大和　剛士 81点 平林　高久 46点 鈴木　徳彦 35点 堀田　隆志 32点 柏原　　剛 30点 竹林　佑馬 23点 金田明一郎 20点

選手名 学年 今西　瑠花 2年 石田　　唯 2年 長谷川凪沙 3年

学校名 府県名 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 城東工科 大阪

選手名 学年 石田　　唯 2年 今西　瑠花 2年 片山　葉月 2年 石田　唯選手は予選で2分35秒768、今西　瑠花選手は2分38秒057の大会新

学校名 府県名 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良

4分02秒230 4分08秒106

第６位 第７位 第８位

１ＫＭタイム・ト
ライアル

記録 1分10秒115 1分10秒180 1分10秒666 1分11秒564

男子 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位

スプリント

1分12秒587 1分12秒846 1分13秒567 1分14秒779

３ＫＭインディ
ヴィデュアル・
パーシュート

記録は予選の記録

記録 11秒745 12秒069 11秒900 12秒481 12秒062 11秒960 12秒260 11秒730

1-4位は順位決定戦、5位
以下は予選の記録

記録 3分30秒885 3分37秒557 3分38秒862 3分40秒418 3分53秒285 3分56秒853

-- -- -- -- --

ポイント・レース

ケイリン
1-6位は決勝、7-8位は7-
12位決定戦で実施

スクラッチ
予選は6km、決勝は8kmで
実施

４ＫＭ速度競走

記録 4分54秒360 -- --

24kmで実施

記録 42点 29点 27点 12点 9点 7点 6点 5点

４ＫＭチーム・
パーシュート

選手名 学年

記録 4分26秒747 4分29秒261

チーム・スプリン
ト

6チームエントリー選手名 学年

記録 1分22秒645 1分22秒757 1分24秒417 1分25秒810 1分29秒226

4分30秒385 4分43秒717 4分45秒426 4分45秒663 4分54秒397 5分04秒941

1分30秒856 -- --

学校対抗
トラック総合

学校対抗総合 ２年ぶり８回目の優勝

女子 第１位 第２位 第３位 備考

２ＫＭインディ
ヴィデュアル・
パーシュート 記録 2分35秒768 2分38秒057 2分47秒525

５００Ｍタイム・
トライアル

記録 39秒499 39秒629 40秒010


