
兼　平成21年度全国高等学校総合体育大会近畿予選

2009/06/20-21 京都向日町競輪場 コミュニケNo12

２．ケイリン　【予選】
(各組３位までが決勝へ、４位以下は敗者復活戦へ)

組 区分 ID 府県名 学校名 学年 順位 備考

１( 白 ) 16 浜地　一徳 ﾊﾏｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 京都 北桑田 3年 11 秒 99 1

２( 黒 ) 53 秋山　彰吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 兵庫 兵庫工 3年 5

３( 赤 ) 60 藤原　佑自 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 兵庫 神崎 3年 4

４( 青 ) 27 一色　一希 ｲｯｼｷ ｶｽﾞｷ 大阪 城東工 3年 3

５( 黄 ) 33 門松　孝成 ｶﾄﾞﾏﾂ ｺｳｾｲ 大阪 興國 3年 2

６(白黒) 40 太田　譲治 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 大阪 此花学院 2年 7

７(白赤) 65 豊田　雄作 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｻｸ 奈良 奈良北 3年 6

組 区分 ID 府県名 学校名 学年 順位 備考

１( 白 ) 73 中井　俊亮 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 奈良 榛生昇陽 2年 11 秒 77 1

２( 黒 ) 43 北　　裕介 ｷﾀ ﾕｳｽｹ 兵庫 三田学園 3年 4

３( 赤 ) 50 岩田　倫彰 ｲﾜﾀ ﾉﾘｱｷ 兵庫 日生第三 2年 DNS

４( 青 ) 32 谷岡　　駿 ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ 大阪 泉大津 3年 5

５( 黄 ) 37 野久保良一 ﾉｸﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ 大阪 大産大附属 2年 3

６(白黒) 14 佐々木大和 ｻｻｷ ﾔﾏﾄ 京都 向陽 1年 6

７(白赤) 80 二神　匡隆 ﾆｶﾐ ｷﾖﾀｶ 和歌山 和歌山北 2年 2

組 順位 ID 府県名 学校名 学年

1 16 浜地　一徳 ﾊﾏｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 京都 北桑田 3年

2 33 門松　孝成 ｶﾄﾞﾏﾂ ｺｳｾｲ 大阪 興國 3年

3 27 一色　一希 ｲｯｼｷ ｶｽﾞｷ 大阪 城東工 3年

4 60 藤原　佑自 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 兵庫 神崎 3年

5 53 秋山　彰吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 兵庫 兵庫工 3年

6 65 豊田　雄作 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｻｸ 奈良 奈良北 3年

7 40 太田　譲治 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 大阪 此花学院 2年

組 順位 ID 府県名 学校名 学年

1 73 中井　俊亮 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 奈良 榛生昇陽 2年

2 80 二神　匡隆 ﾆｶﾐ ｷﾖﾀｶ 和歌山 和歌山北 2年

3 37 野久保良一 ﾉｸﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ 大阪 大産大附属 2年

4 43 北　　裕介 ｷﾀ ﾕｳｽｹ 兵庫 三田学園 3年

5 32 谷岡　　駿 ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ 大阪 泉大津 3年

6 14 佐々木大和 ｻｻｷ ﾔﾏﾄ 京都 向陽 1年

DNS 50 岩田　倫彰 ｲﾜﾀ ﾉﾘｱｷ 兵庫 日生第三 2年

審判長:

主催 近畿高等学校体育連盟　滋賀県教育委員会

後援 近畿地域自転車競技連盟　滋賀県自転車競技連盟　京都府自転車競技連盟　㈶日本自転車競技会近畿支部　㈳日本競輪選手会

主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　滋賀県高等学校体育連盟
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