
第46回近畿高等学校自転車競技大会 兼　平成21年度全国高等学校総合体育大会近畿予選 コミュニケNo16
2009/06/20-21 京都向日町競輪場

5．チーム・スプリント　【決勝】

組 H/B 学校名 府県名 ID 学年 順位
24 園田　浩士 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 3年

25 大倉 勇夢 ｵｵｸﾗ ｲｻﾑ 2年大阪茨木工Ｈ

選手名 記録

462秒25分1

備考

]km/h50.79[

Result

25 大倉　勇夢 ｵｵｸﾗ ｲｻﾑ 2年

26 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 1年

48 清水　孝将 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾏｻ 3年

51 瀧本　貴司 ﾀｷﾓﾄ ﾀｶｼ 2年

52 早川　雄貴 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 2年

11 窓場千加頼 ﾏﾄﾞﾊﾞ ﾁｶﾖﾘ 3年

１

大阪茨木工Ｈ

２

兵庫

Ｂ

Ｈ 日生第三

462秒25

秒24

分1

分1 295

]km/h50.79[

]km/h51.37[

11 窓場千加頼 ﾏﾄ ﾊ  ﾁｶﾖﾘ 3年

12 田中　翔梧 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 2年

13 中川　翔馬 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 1年

53 秋山　彰吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 3年

54 能登　泰地 ﾉﾄ ﾀｲﾁ 3年

55 太田　　淳 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 2年

5 森　章太朗 ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 3年

6 豊田　拓弥 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾔ 2年

7 平田 淳人 ﾋﾗﾀ ｼﾞ ﾝﾄ 2年

３

鴨沂 京都

Ｂ 向陽 京都

358秒Ｈ 兵庫工 兵庫

Ｂ 26分1

194秒22分1

25分1

582秒

]km/h52.62[

]km/h50.18[

]km/h50.79[

7 平田　淳人 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾄ 2年

59 久後　涼太 ｷｭｳｺﾞ ﾘｮｳﾀ 3年

60 藤原　佑自 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 3年

61 山田　眞巳 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 3年

33 門松　孝成 ｶﾄﾞﾏﾂ ｺｳｾｲ 3年

34 小林　諒一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ 2年

35 土生　貴大 ﾊﾌﾞ ﾀｶﾋﾛ 2年

４

兵庫神崎Ｈ

大阪興國 57秒28分1Ｂ

分1 秒28 57 ]6

6 [ ]km/h49.06

km/h49.06[

学校名 府県名 ID 学年
11 窓場千加頼 ﾏﾄﾞﾊﾞ ﾁｶﾖﾘ 3年

12 田中　翔梧 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 2年

13 中川　翔馬 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 1年

48 清水　孝将 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾏｻ 3年

51 瀧本　貴司 ﾀｷﾓﾄ ﾀｶｼ 2年

52 早川　雄貴 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 2年

選手名

2 日生第三 兵庫 1分24秒95

向陽 1分22秒94

記録順位

1 京都

53 秋山　彰吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 3年

54 能登　泰地 ﾉﾄ ﾀｲﾁ 3年

55 太田　　淳 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 2年

24 園田　浩士 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 3年

25 大倉　勇夢 ｵｵｸﾗ ｲｻﾑ 2年

26 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 1年

5 森　章太朗 ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 3年

6 豊田　拓弥 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾔ 2年

4 茨木工 大阪

5 鴨沂 京都 1分26秒82

1分25秒62

3 兵庫工 兵庫 1分25秒58

6 豊田　拓弥 ﾄﾖﾀ  ﾀｸﾔ 2年

7 平田　淳人 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾄ 2年

59 久後　涼太 ｷｭｳｺﾞ ﾘｮｳﾀ 3年

60 藤原　佑自 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 3年

61 山田　眞巳 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 3年

33 門松　孝成 ｶﾄﾞﾏﾂ ｺｳｾｲ 3年

34 小林　諒一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ 2年

35 土生　貴大 ﾊﾌﾞ ﾀｶﾋﾛ 2年

6 興國 大阪 1分28秒57

6 神崎 兵庫 1分28秒57

5 鴨沂 京都 分 6秒8

審判長:
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