
６月１１日（土）
【選手受付（ライセンスコントロール）】 奈良県立榛生昇陽高等学校　体育館前 13:00 ～ 14:00
【監督会議】 奈良県立榛生昇陽高等学校　大会議室 14:00 ～ 14:40
【開 会 式】 奈良県立榛生昇陽高等学校　体育館　 15:00 ～
【競技役員打合せ】 奈良県立榛生昇陽高等学校　大会議室 15:45 ～
６月１２日（日）
【出走確認・チップ動作確認】 農林会館　招集テント 9:00 ～ 9:40
【招集】 農林会館 9:45
１． 個人ロード・レース＜男子＞ 6.7km×12周＝80.4km （ 119 名） 10:00 ～
２． 個人ロード・レース＜女子＞ 6.7km×1周＝6.7km （ 8 名） 10:02 ～

【表彰式】 農林会館　2階　大会議室 13:30 ～

６月１７日（金）
選手練習時間（フリー） 12:30 ～ 15:00

【選手受付（ライセンスコントロール）】 敢闘門付近 13:00 ～ 15:00
【監督会議/競技役員打合せ】 検車場２階 15:30 ～ 16:00
【開 始 式】 バンクホーム側 16:30 ～
６月１８日（土）　【第１日目】

競技役員打合せ 9:00 ～
３． チーム・パーシュート決勝＜男子＞ （ 8 校） 4 組 9:30 ～ 10:00
４． チーム・スプリント決勝＜男子＞ （ 6 校） 3 組 10:10 ～ 10:25
５． ５００ｍタイムトライアル決勝＜女子＞ （ 8 名） 4 組 10:35 ～ 10:50
６． スプリント予選＜男子＞ 上位12名が1/8決勝へ （ 14 名） 14 組 11:00 ～ 11:10

７． ケイリン予選＜男子＞ 各組上位2名が1/2決勝へ
　　敗者は敗者復活戦へ

（ 17 名） 3 組 11:20 ～ 11:40

昼　休　み 1 11:45 ～ 12:30

８． スプリント１／８決勝＜男子＞ 各組勝者は1/4決勝へ
　　敗者は敗者復活戦へ

（ 12 名） 6 組 12:30 ～ 12:50

９． ４ｋｍ速度競走予選＜男子＞ 各組上位5名が決勝へ （ 13 名） 2 組 13:00 ～ 13:20
１０． ケイリン敗者復活戦＜男子＞ 各組上位3名が1/2決勝へ （ 11 名） 2 組 13:30 ～ 13:45
１１． スプリント敗者復活戦＜男子＞ 各組勝者は1/4決勝へ （ 6 名） 2 組 13:55 ～ 14:05
１２． ３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート予選＜男子＞ 上位４名は順位決定戦へ （ 14 名） 7 組 14:10 ～ 14:50
１３． ２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート予選＜女子＞ 上位４名は順位決定戦へ （ 8 名） 4 組 14:55 ～ 15:20
１４． １ｋｍタイムトライアル決勝＜男子＞ （ 16 名） 8 組 15:25 ～ 15:50
１５． スプリント１／４決勝＜男子＞ 各組勝者は1/2決勝へ[1回戦制] （ 8 名） 4 組 15:55 ～ 16:10
６月１９日（日）　【第２日目】

競技役員打合せ 9:00 ～
１６． スプリント１／２決勝＜男子＞ 各組勝者は決勝へ[1回戦制] （ 4 名） 2 組 9:20 ～ 9:30

１７． ケイリン１／２決勝＜男子＞ 各組上位3名が決勝へ
　　敗者は7-12位決定戦へ

（ 12 名） 2 組 9:30 ～ 9:45

１８． ポイント・レース決勝＜男子＞（２４ｋｍ） （ 13 名） 1 組 9:55 ～ 10:30
１９． ３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート順位決定戦＜男子＞ （ 4 名） 2 組 10:35 ～ 10:50
２０． ２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート順位決定戦＜女子＞ （ 4 名） 2 組 10:50 ～ 11:05
２１． スクラッチ決勝＜男子＞（８ｋｍ） （ 12 名） 1 組 11:05 ～ 11:20
２２． スプリント順位決定戦＜男子＞ 決勝/3-4位決定戦[1回戦] （ 4 名） 2 組 11:25 ～ 11:35
２３． ４ｋｍ速度競走決勝＜男子＞ （ 10 名） 1 組 11:35 ～ 11:45
２４． ケイリン　７～１２位決定戦　/　決勝＜男子＞ （ 12 名） 2 組 11:50 ～ 12:05

２５． スプリント順位決定戦＜男子＞ 決勝/3-4位決定戦[2-3回戦]
5-8位決定戦

（ 8 名） 5 組 12:05 ～ 12:20

【表彰式・閉会式】 13:30 ～
表  彰
　種目別表彰（男子の部・女子の部）
　学校対抗

第　５９　回　近　畿　高　等　学　校　自　転　車　競　技　大　会
兼　令和４年度　全国高等学校総合体育大会（インターハイ）近畿予選会
第１４回近畿高等学校自転車競技新人大会

諸般の事情により変更する場合もあるので、最終確定版についてプログラム・コミュニケ等で必ず確認して競技に臨むこと

種　　　　　目 人　数 組 競技時間(予定)



5 青木  駿 ｱｵｷ  ｼｭﾝ 3年 金田  明一郎 監督
6 伊吹  幸将 ｲﾌﾞｷ  ﾕｷﾏｻ 3年 尾村  重雄 引率責任者
7 武田  柊 ﾀｹﾀﾞ  ｼｭｳ 3年
8 中江  真也 ﾅｶｴ  ｼﾝﾔ 2年
9 元尾  海斗 ﾓﾄｵ  ｶｲﾄ 2年
10 小島  多巧巳 ｺｼﾞﾏ  ﾀｸﾐ 1年
11 上田  新芽 ｳｴﾀﾞ  ｼﾝﾒ 2年
12 久米  蒼輝 ｸﾒ  ｿｳｷ 3年
4 西村  聡太 ﾆｼﾑﾗ  ｿｳﾀ 3年 市野  育人 監督
13 細谷  広 ﾎｿﾀﾆ  ﾋﾛｼ 3年
3 三宅  太生 ﾐﾔｹ  ﾀｲｾｲ 3年
14 樋口  源 ﾋｸﾞﾁ  ｹﾞﾝ 3年
15 山本  蒼良 ﾔﾏﾓﾄ  ｿﾗ 3年
16 内田  凛 ｳﾁﾀﾞ  ﾘﾝ 2年
2 長島  慧明 ﾅｶﾞｼﾏ  ｻﾄｱｷ 2年
17 辻  陸翔 ﾂｼﾞ  ﾘｸﾄ 2年

西口  惠唯 ﾆｼｸﾞﾁ  ｹｲ 2年
尾澤  瑶成 ｵｻﾞﾜ  ﾖｳｾｲ 1年
尾上  源 ｵﾉｳｴ  ｹﾞﾝ 1年
秋元  碧 ｱｷﾓﾄ  ｱｵ 1年

18 小川  生輝 ｵｶﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ 3年 海老瀬  将太 監督
19 大西  優大 ｵｵﾆｼ  ﾕｳﾀﾞｲ 2年 大西  美星 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
20 小島  大画 ｺｼﾞﾏ  ﾀｲｶﾞ 2年
21 白井  漣 ｼﾗｲ  ﾚﾝ 2年
22 山田  祐也 ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳﾔ 2年
23 樋口  央人 ﾋｸﾞﾁ  ﾋﾛﾄ 1年
24 山田  治輝 ﾔﾏﾀﾞ  ﾊﾙｷ 1年
25 池田  幹人 ｲｹﾀﾞ  ﾐｷﾄ 1年

松宮  大翔 ﾏﾂﾐﾔ  ﾊﾙﾄ 1年
26 小林  奎亮 ｺﾊﾞﾔｼ  ｹｲｽｹ 3年 柏原  剛 監督
27 榎田  晴太 ｴﾉｷﾀﾞ  ﾊﾙﾀ 2年
28 彦坂  拓真 ﾋｺｻｶ  ﾀｸﾏ 2年
29 横山  一葉 ﾖｺﾔﾏ  ｶｽﾞﾊ 3年 澤田  賢匠 監督
30 岡嶋  大洋 ｵｶｼﾞﾏ  ﾀｲﾖｳ 2年
31 藤本  耀星 ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾖｳｾｲ 2年
32 岡山  樹 ｵｶﾔﾏ  ｲﾂｷ 2年 中野  哲治 監督
33 崔  真航 ﾁｪ  ﾁﾅﾝ 2年
34 西岡  快人 ﾆｼｵｶ  ｶｲﾄ 2年
35 花村  友樹 ﾊﾅﾑﾗ  ﾕｳｷ 2年

京都精華 36 木村  耀介 ｷﾑﾗ  ﾖｳｽｹ 2年 穗積  昂佑 監督
37 西谷  雄飛 ﾆｼﾀﾆ  ﾕｳﾋ 2年 守田  敦央 監督
38 永田  晋之助 ﾅｶﾞﾀ  ｼﾝﾉｽｹ 2年
39 風本  秀明 ｶｾﾞﾓﾄ  ﾋﾃﾞｱｷ 1年

京都

北桑田

向陽

田辺

北稜

花園

鴨沂

滋賀 瀬田工

大会参加監督・選手一覧表（男子ロード・レースの部）
監督等氏名 区分府県名 学　校　名 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年



大会参加監督・選手一覧表（男子ロード・レースの部）
監督等氏名 区分府県名 学　校　名 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年

40 一守  大葵 ｲﾁﾓﾘ  ﾀｲｷ 3年 鈴木  徳彦 監督
41 関  桜太郎 ｾｷ  ｵｳﾀﾛｳ 3年 金谷  祐作 引率責任者
42 永尾  祐一郎 ﾅｶﾞｵ  ﾕｳｲﾁﾛｳ 3年
43 青木  光琉 ｱｵｷ  ﾋｶﾙ 3年
44 河村  元 ｶﾜﾑﾗ  ﾊｼﾞﾒ 2年
45 田中  颯真 ﾀﾅｶ  ｿｳﾏ 2年
46 稻吉  一生 ｲﾅﾖｼ  ｲｯｾｲ 2年
47 林  慶真 ﾊﾔｼ  ｹｲｼﾝ 2年

呉家  愛沙斗 ｸﾚﾔ  ｱｽﾄ 2年
48 橋本  昂哉 ﾊｼﾓﾄ  ｺｳﾔ 2年 堀田  隆志 監督
49 渡辺  拓充 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀｸﾐ 2年 森谷  哲也 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
50 塚本  善広 ﾂｶﾓﾄ  ﾖｼﾋﾛ 2年
51 中野  喜健 ﾅｶﾉ  ﾖｼﾀｹ 2年
52 三浦  剛太 ﾐｳﾗ  ｺﾞｳﾀ 1年
53 岩本  優哉 ｲﾜﾓﾄ  ﾕｳﾔ 1年
54 中野  竣介 ﾅｶﾉ  ｼｭﾝｽｹ 3年 薮上  正明 監督
55 西野  宗一郎 ﾆｼﾉ  ｿｳｲﾁﾛｳ 3年 宮本  訓寛 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
56 濱田  航志 ﾊﾏﾀﾞ  ｺｳｼ 2年
57 釘田  光 ｸｷﾞﾀ  ﾋｶﾙ 2年
58 岩村  元嗣 ｲﾜﾑﾗ  ｹﾞﾝｼﾞ 1年
59 山崎  颯大 ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳﾀ 1年
60 阿部  響太 ｱﾍﾞ  ｷｮｳﾀ 3年 多田  悦章 監督
61 堂本  剛志 ﾄﾞｳﾓﾄ  ﾂﾖｼ 3年 阿部  良之 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
62 岩谷  駿之介 ｲﾜﾀﾆ  ｼｭﾝﾉｽｹ 2年
63 山下  巧介 ﾔﾏｼﾀ  ｺｳｽｹ 2年
64 西尾  啓臣 ﾆｼｵ  ｹｲｼﾝ 1年
65 小林  史弥 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾌﾐﾔ 1年
66 樋口  春斗 ﾋｸﾞﾁ  ﾊﾙﾄ 3年 是永  一 監督
67 國谷  琢磨 ｸﾆﾔ  ﾀｸﾏ 2年 宮崎  碧瑠斗 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

大阪偕星 68 鬼塚  智秀 ｵﾆﾂｶ  ﾄﾓﾋﾃﾞ 3年 伊達  孝明 監督
69 上田  真太郎 ｳｴﾀﾞ  ｼﾝﾀﾛｳ 1年 上田  雅之 監督

是永  一 引率責任者
懐風館 70 菅野  翔 ｽｶﾞﾉ  ｼｮｳ 2年 森本  細芽 監督

71 植松  侑士 ｳｴﾏﾂ  ﾕｳﾄ 3年 石野  詠子 監督
72 藤本  蓮 ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾚﾝ 3年
73 山口  釉介 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾕｳｽｹ 3年
74 坂口  義弥 ｻｶｸﾞﾁ  ｱｷﾔ 2年 堀内  雅之 監督
75 濱田  望月 ﾊﾏﾀﾞ  ﾐﾂｷ 2年

清風 76 田上  太龍 ﾀﾉｳｴ  ﾀｲﾘｭｳ 2年 水野  力 監督

千里

佐野工科

大阪

興國

茨木工科

初芝立命館

市立堺

城東工科

大教大平野



大会参加監督・選手一覧表（男子ロード・レースの部）
監督等氏名 区分府県名 学　校　名 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年

77 多田  翔飛 ﾀﾀﾞ  ｶｹﾄ 3年 雪岡  恭介 監督
78 藤原  智喜 ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾄﾓｷ 3年 山本  頼彦 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
79 秋末  牽 ｱｷｽｴ  ｹﾝ 2年
80 木庭  由慈 ｺﾊﾞ  ﾕｳｼﾞ 2年
81 近藤  修平 ｺﾝﾄﾞｳ  ｼｭｳﾍｲ 2年
82 岩切  耀太 ｲﾜｷﾘ  ﾖｳﾀ 3年 越牟田  康男 監督
83 森本  岳洋 ﾓﾘﾓﾄ  ﾀｹﾋﾛ 3年
84 上田  蓮太郎 ｳｴﾀﾞ  ﾚﾝﾀﾛｳ 2年
85 澁屋  慶次 ｼﾌﾞﾔ  ｹｲｼﾞ 2年
86 八村  勇聖 ﾊﾁﾑﾗ  ﾕｳｷ 2年
87 岡本  康希 ｵｶﾓﾄ  ｺｳｷ 2年
88 北島  敬大 ｷﾀｼﾞﾏ  ｹｲﾀ 3年 本田  周一 監督
89 北島  裕大 ｷﾀｼﾞﾏ  ﾕｳﾀ 2年
90 長田  光成 ﾅｶﾞﾀ  ｺｳｾｲ 2年
91 松岡  拓海 ﾏﾂｵｶ  ﾀｸﾐ 2年
92 古和  諄也 ｺﾜ  ｼﾞｭﾝﾔ 3年 桝谷  昌史 監督
93 白石  征椰 ｼﾗｲｼ  ﾕｷﾔ 2年 河津  裕紀 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

六甲アイ 94 児玉  誠虎 ｺﾀﾞﾏ  ﾏｻﾄﾗ 2年 児玉  誠治 監督
95 雨宮  正典 ｱﾒﾐﾔ  ﾏｻﾉﾘ 3年 平林  高久 監督
96 上村  晴希 ｶﾐﾑﾗ  ﾊﾙｷ 3年 加藤  霞 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
97 小山  義之 ｺﾔﾏ  ﾖｼﾕｷ 3年
98 中川  挺太 ﾅｶｶﾞﾜ  ﾃｲﾀ 3年
99 宮西  風杜 ﾐﾔﾆｼ  ﾌｳﾄ 3年
100 橿本  泰輝 ｶｼﾓﾄ  ﾀｲｷ 2年
101 片山  国拓 ｶﾀﾔﾏ  ｸﾆﾋﾛ 2年
102 髙島  瑛斗 ﾀｶｼﾏ  ｱｷﾄ 2年

阿部  航平 ｱﾍﾞ  ｺｳﾍｲ 1年
川端  康太 ｶﾜﾊﾞﾀ  ｺｳﾀ 1年
新名  太郎 ｼﾝﾐｮｳ  ﾀﾛｳ 1年

1 犬伏  輝斗 ｲﾇﾌﾞｾ  ｷﾗﾄ 3年 大和  剛士 監督
103 吉田  友大 ﾖｼﾀﾞ  ﾕｳﾀﾞｲ 3年 三好  泰彰 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
104 自檀地  一 ｼﾞﾀﾞﾝｼﾞ  ﾊｼﾞﾒ 2年
105 植野  志庵 ｳｴﾉ  ｼｵﾝ 2年
106 山田  遥久 ﾔﾏﾀﾞ  ﾊｸ 2年
107 高木  春光 ﾀｶｷﾞ  ﾊﾙﾐﾂ 1年

御所実業 108 六車  拓未 ﾑｸﾞﾙﾏ  ﾀｸﾐ 3年 南條  範裕 監督

兵庫

神崎

兵庫工

神戸弘陵

飾磨工多部

奈良

奈良北

榛生昇陽･宇陀



大会参加監督・選手一覧表（男子ロード・レースの部）
監督等氏名 区分府県名 学　校　名 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年

109 秦  愛希翔 ﾊﾀ  ｱｷﾄ 2年 上野  孝 監督
110 伊  書男 ｲ  ｼｮﾅﾝ 2年
111 雪本  誠 ﾕｷﾓﾄ  ﾘｱﾙ 2年
112 野村  厚介 ﾉﾑﾗ  ｺｳｽｹ 2年
113 辻  真己 ﾂｼﾞ  ﾏｻｷ 2年
114 東  幹基 ｱｽﾞﾏ  ﾓﾄｷ 2年 坂口  博紀 監督

上野  孝 引率責任者
115 山田  竜也 ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｭｳﾔ 3年 前田  道男 監督

上野  孝 引率責任者
116 桝谷  吏玖 ﾏｽﾀﾆ  ﾘｸ 3年 岡本  健 監督
117 平田  昇 ﾋﾗﾀ  ﾉﾎﾞﾙ 3年
118 藤井  秀斗 ﾌｼﾞｲ  ｼｭｳﾄ 2年
119 綿貫  遙人 ﾜﾀﾇｷ  ﾊﾙﾄ 2年 綿貫  匡則 監督

上野  孝 引率責任者

和歌山

和歌山北

智辯和歌山

伊都中央

紀北工

近大和歌山



1 石田  明梨 ｲｼﾀﾞ  ｱｶﾘ 3年 井口  智博 監督
2 中野  花菜 ﾅｶﾉ  ﾊﾅ 3年
3 岡本  美咲 ｵｶﾓﾄ  ﾐｻｷ 2年
4 橋本  のこ ﾊｼﾓﾄ  ﾉｺ 2年

京都精華 5 西山  ひなた ﾆｼﾔﾏ  ﾋﾅﾀ 2年 穗積  昂佑 監督
6 宮本  奏穂 ﾐﾔﾓﾄ  ｶﾅﾎ 3年 薮上  正明 監督

山根  菜々心 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ
大阪偕星 7 中本  憂 ﾅｶﾓﾄ  ﾕｳ 3年 伊達  孝明 監督

8 今西  紗楽 ｲﾏﾆｼ  ｻﾗ 1年 奥田  真士 監督
村田  識至 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

大会参加監督・選手一覧表（女子ロード・レースの部）
府県名 学　校　名 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年 監督等氏名 区分

京都
北桑田

大阪
初芝立命館

奈良 榛生昇陽･宇陀



TT IP SP KR SC MS PR TSP TP
1 青木  駿 ｱｵｷ  ｼｭﾝ 3年 ○ ○ 久米  蒼輝 金田  明一郎 監督
2 伊吹  幸将 ｲﾌﾞｷ  ﾕｷﾏｻ 3年 ○ ○ 上田  新芽 尾村  重雄 引率責任者

3 武田  柊 ﾀｹﾀﾞ  ｼｭｳ 3年 ○ ○
4 丸毛  弾 ﾏﾙﾓ  ﾀﾞﾝ 3年 ○ ○
5 中江  真也 ﾅｶｴ  ｼﾝﾔ 2年 ○ ○
6 元尾  海斗 ﾓﾄｵ  ｶｲﾄ 2年 ○ ○
7 小島  多巧巳 ｺｼﾞﾏ  ﾀｸﾐ 1年 ○ ○
8 西村  聡太 ﾆｼﾑﾗ  ｿｳﾀ 3年 ○ ○ 辻  陸翔 市野  育人 監督
9 細谷  広 ﾎｿﾀﾆ  ﾋﾛｼ 3年 ○ ○ 尾澤  瑶成
10 樋口  源 ﾋｸﾞﾁ  ｹﾞﾝ 3年 ○ ○
11 三宅  太生 ﾐﾔｹ  ﾀｲｾｲ 3年 ○ ○
12 山本  蒼良 ﾔﾏﾓﾄ  ｿﾗ 3年 ○ ○
13 内田  凛 ｳﾁﾀﾞ  ﾘﾝ 2年 ○ ○
14 長島  慧明 ﾅｶﾞｼﾏ  ｻﾄｱｷ 2年 ○ ○
15 小川  生輝 ｵｶﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ 3年 ○ ○ 松宮  大翔 海老瀬  将太 監督
16 大西  優大 ｵｵﾆｼ  ﾕｳﾀﾞｲ 2年 ○ ○ 池田  幹人 大西  美星 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

17 小島  大画 ｺｼﾞﾏ  ﾀｲｶﾞ 2年 ○ ○
18 白井  漣 ｼﾗｲ  ﾚﾝ 2年 ○ ○
19 山田  祐也 ﾔﾏﾀﾞ  ﾕｳﾔ 2年 ○ ○
20 山田  治輝 ﾔﾏﾀﾞ  ﾊﾙｷ 1年 ○ ○
21 樋口  央人 ﾋｸﾞﾁ  ﾋﾛﾄ 1年 ○ ○
22 小林  奎亮 ｺﾊﾞﾔｼ  ｹｲｽｹ 3年 ○ ○ 柏原  剛 監督
23 彦坂  拓真 ﾋｺｻｶ  ﾀｸﾏ 2年 ○ ○
24 榎田  晴太 ｴﾉｷﾀﾞ  ﾊﾙﾀ 2年 ○ ○
25 多賀  悠真 ﾀｶﾞ  ﾕｳﾏ 1年 ○ ○
26 横山  一葉 ﾖｺﾔﾏ  ｶｽﾞﾊ 3年 ○ ○ 澤田  賢匠 監督
27 岡嶋  大洋 ｵｶｼﾞﾏ  ﾀｲﾖｳ 2年 ○ ○
28 藤本  耀星 ﾌｼﾞﾓﾄ  ﾖｳｾｲ 2年 ○ ○

亀岡 29 葉田  万有樹 ﾊﾀﾞ  ｶｽﾞｷ 2年 ○ 加藤  慶宣 監督
30 花村  友樹 ﾊﾅﾑﾗ  ﾕｳｷ 2年 ○ 中野  哲治 監督
31 岡山  樹 ｵｶﾔﾏ  ｲﾂｷ 2年 ○

京都精華 32 木村  耀介 ｷﾑﾗ  ﾖｳｽｹ 2年 ○ 穗積  昂佑 監督
33 一守  大葵 ｲﾁﾓﾘ  ﾀｲｷ 3年 ○ ○ 田中  颯真 鈴木  徳彦 監督
34 関  桜太郎 ｾｷ  ｵｳﾀﾛｳ 3年 ○ ○ 呉家  愛沙斗 金谷  祐作 引率責任者

35 永尾  祐一郎 ﾅｶﾞｵ  ﾕｳｲﾁﾛｳ 3年 ○ ○
36 青木  光琉 ｱｵｷ  ﾋｶﾙ 3年 ○ ○
37 河村  元 ｶﾜﾑﾗ  ﾊｼﾞﾒ 2年 ○ ○
38 稻吉  一生 ｲﾅﾖｼ  ｲｯｾｲ 2年 ○ ○
39 林  慶真 ﾊﾔｼ  ｹｲｼﾝ 2年 ○
40 中野  喜健 ﾅｶﾉ  ﾖｼﾀｹ 2年 ○ ○ 堀田  隆志 監督
41 桧谷  一生 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ  ｶｽﾞｷ 3年 ○ ○
42 塚本  善広 ﾂｶﾓﾄ  ﾖｼﾋﾛ 2年 ○ ○
43 橋本  昂哉 ﾊｼﾓﾄ  ｺｳﾔ 2年 ○ ○
44 渡辺  拓充 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾀｸﾐ 2年 ○ ○
45 内坂  晴也 ｳﾁｻｶ  ｾｲﾔ 3年 ○ ○ 薮上  正明 監督
46 岩村  元嗣 ｲﾜﾑﾗ  ｹﾞﾝｼﾞ 1年 ○ ○ 宮本  訓寛 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

47 山崎  颯大 ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳﾀ 1年 ○ ○
48 濱田  航志 ﾊﾏﾀﾞ  ｺｳｼ 2年 ○ ○
49 阿部  響太 ｱﾍﾞ  ｷｮｳﾀ 3年 ○ ○ 多田  悦章 監督
50 堂本  剛志 ﾄﾞｳﾓﾄ  ﾂﾖｼ 3年 ○ ○ 阿部  良之 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

51 岩谷  駿之介 ｲﾜﾀﾆ  ｼｭﾝﾉｽｹ 2年 ○ ○
52 西尾  啓臣 ﾆｼｵ  ｹｲｼﾝ 1年 ○ ○
53 樋口  春斗 ﾋｸﾞﾁ  ﾊﾙﾄ 3年 ○ 是永  一 監督
54 國谷  琢磨 ｸﾆﾔ  ﾀｸﾏ 2年 ○ 宮崎  碧瑠斗 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

大阪偕星 55 鬼塚  智秀 ｵﾆﾂｶ  ﾄﾓﾋﾃﾞ 3年 ○ 伊達  孝明 監督
56 上田  真太郎 ｳｴﾀﾞ  ｼﾝﾀﾛｳ 1年 ○ 上田  雅之 監督

是永  一 引率責任者

北桑田

鴨沂

向陽

田辺

北稜

大阪

興國

茨木工科

初芝立命館

市立堺

城東工科

大教大平野

氏名

滋賀 瀬田工

京都

ﾌﾘｶﾞﾅ 学年

大会参加監督・選手一覧表（男子の部）
競　　技　　種　　目

補 欠 氏 名 監督等氏名 区分府県名 学　校　名 No.



TT IP SP KR SC MS PR TSP TP
氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 学年

大会参加監督・選手一覧表（男子の部）
競　　技　　種　　目

補 欠 氏 名 監督等氏名 区分府県名 学　校　名 No.

57 多田  翔飛 ﾀﾀﾞ  ｶｹﾄ 3年 ○ ○ 雪岡  恭介 監督
58 藤原  智喜 ﾌｼﾞﾜﾗ  ﾄﾓｷ 3年 ○ ○ 山本  頼彦 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

59 秋末  牽 ｱｷｽｴ  ｹﾝ 2年 ○ ○
60 木庭  由慈 ｺﾊﾞ  ﾕｳｼﾞ 2年 ○ ○
61 近藤  修平 ｺﾝﾄﾞｳ  ｼｭｳﾍｲ 2年 ○ ○
62 岩切  耀太 ｲﾜｷﾘ  ﾖｳﾀ 3年 ○ 中野  公雄 監督
63 上田  蓮太郎 ｳｴﾀﾞ  ﾚﾝﾀﾛｳ 2年 ○ 越牟田  康男 引率責任者

64 澁屋  慶次 ｼﾌﾞﾔ  ｹｲｼﾞ 2年 ○
65 八村  勇聖 ﾊﾁﾑﾗ  ﾕｳｷ 2年 ○
66 岡本  康希 ｵｶﾓﾄ  ｺｳｷ 2年 ○
67 北島  敬大 ｷﾀｼﾞﾏ  ｹｲﾀ 3年 ○ ○ 本田  周一 監督
68 北島  裕大 ｷﾀｼﾞﾏ  ﾕｳﾀ 2年 ○ ○
69 長田  光成 ﾅｶﾞﾀ  ｺｳｾｲ 2年 ○ ○
70 松岡  拓海 ﾏﾂｵｶ  ﾀｸﾐ 2年 ○ ○
71 古和  諄也 ｺﾜ  ｼﾞｭﾝﾔ 3年 ○ 桝谷  昌史 監督
72 白石  征椰 ｼﾗｲｼ  ﾕｷﾔ 2年 ○ 河津  裕紀 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

六甲アイ 73 児玉  誠虎 ｺﾀﾞﾏ  ﾏｻﾄﾗ 2年 ○ 児玉  誠治 監督
明石 74 西森  一稀 ﾆｼﾓﾘ  ｲｯｷ 3年 ○ 朝長  耕平 監督

75 雨宮  正典 ｱﾒﾐﾔ  ﾏｻﾉﾘ 3年 ○ ○ 髙島  瑛斗 平林  高久 監督
76 上村  晴希 ｶﾐﾑﾗ  ﾊﾙｷ 3年 ○ ○ 新名  太郎 安達  弘憲 引率責任者

77 小山  義之 ｺﾔﾏ  ﾖｼﾕｷ 3年 ○ ○
78 中川  挺太 ﾅｶｶﾞﾜ  ﾃｲﾀ 3年 ○ ○
79 宮西  風杜 ﾐﾔﾆｼ  ﾌｳﾄ 3年 ○ ○
80 橿本  泰輝 ｶｼﾓﾄ  ﾀｲｷ 2年 ○ ○
81 片山  国拓 ｶﾀﾔﾏ  ｸﾆﾋﾛ 2年 ○ ○
82 犬伏  輝斗 ｲﾇﾌﾞｾ  ｷﾗﾄ 3年 ○ ○ 大和  剛士 監督
83 吉田  友大 ﾖｼﾀﾞ  ﾕｳﾀﾞｲ 3年 ○ ○ 三好  泰彰 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

84 自檀地  一 ｼﾞﾀﾞﾝｼﾞ  ﾊｼﾞﾒ 2年 ○ ○
85 植野  志庵 ｳｴﾉ  ｼｵﾝ 2年 ○ ○
86 山田  遥久 ﾔﾏﾀﾞ  ﾊｸ 2年 ○ ○
87 高木  春光 ﾀｶｷﾞ  ﾊﾙﾐﾂ 1年 ○ ○
88 秦  愛希翔 ﾊﾀ  ｱｷﾄ 2年 ○ ○ 奥村  優翔 上野  孝 監督
89 伊  書男 ｲ  ｼｮﾅﾝ 2年 ○ ○
90 野村  厚介 ﾉﾑﾗ  ｺｳｽｹ 2年 ○ ○
91 雪本  誠 ﾕｷﾓﾄ  ﾘｱﾙ 2年 ○ ○
92 辻  真己 ﾂｼﾞ  ﾏｻｷ 2年 ○ ○
93 橋本  龍 ﾊｼﾓﾄ  ﾘﾕｳ 1年 ○ ○
94 清家  徠里 ｾｲｹ  ﾗｲﾄ 1年 ○
95 東  幹基 ｱｽﾞﾏ  ﾓﾄｷ 2年 ○ 坂口  博紀 監督

上野  孝 引率責任者

96 山田  竜也 ﾔﾏﾀﾞ  ﾘｭｳﾔ 3年 ○ 角谷  晴生 監督
上野  孝 引率責任者

紀北工 97 藤井  秀斗 ﾌｼﾞｲ  ｼｭｳﾄ 2年 ○ 岡本  健 監督
98 綿貫  遙人 ﾜﾀﾇｷ  ﾊﾙﾄ 2年 ○ 綿貫  匡則 監督

上野  孝 引率責任者

神戸弘陵

飾磨工多部

奈良

奈良北

榛生昇陽･宇陀

兵庫

神崎

兵庫工

和歌山

和歌山北

智辯和歌山

伊都中央

近大和歌山



TT IP
201 石田  明梨 ｲｼﾀﾞ  ｱｶﾘ 3年 ○ ○ 井口  智博 監督
202 中野  花菜 ﾅｶﾉ  ﾊﾅ 3年 ○ ○
203 岡本  美咲 ｵｶﾓﾄ  ﾐｻｷ 2年 ○ ○
204 橋本  のこ ﾊｼﾓﾄ  ﾉｺ 2年 ○ ○

京都精華 205 西山  ひなた ﾆｼﾔﾏ  ﾋﾅﾀ 2年 ○ ○ 穗積  昂佑 監督
206 宮本  奏穂 ﾐﾔﾓﾄ  ｶﾅﾎ 3年 ○ ○ 薮上  正明 監督

山根  菜々心 ｺｰﾁ・ﾁｰﾑｻﾎﾟｰﾄ

大阪偕星 207 中本  憂 ﾅｶﾓﾄ  ﾕｳ 3年 ○ ○ 伊達  孝明 監督
奈良 榛生昇陽･宇陀 208 今西  紗楽 ｲﾏﾆｼ  ｻﾗ 1年 ○ ○ 奥田  真士 監督

No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ

京都
北桑田

大阪
初芝立命館

大会参加監督・選手一覧表（女子の部）
競技種目

監督等氏名 区分府県名 学　校　名 学年


