
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No41
2009/06/20-21 京都向日町競輪場

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　㈳日本競輪選手会京都支部

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

備考
窓場千加頼 3年 池野　健太 3年 井田　有人 2年 谷口　功将 2年 山本　　隼 1年 松谷　　翔 3年 窪田　一矢 1年 岡﨑　友哉 3年

向陽 京都 三田学園 兵庫 紀北工 和歌山 和歌山北 和歌山 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 兵庫工 兵庫 西乙訓 京都
1分06秒822 大会新 1分08秒607 1分12秒014 1分12秒283 1分12秒930 1分16秒231 1分21秒170 1分24秒045
大中　巧基 3年 和田　　力 3年 大平　将汰 3年 谷　　尚樹 3年 高橋　洋祐 3年 田中　翔梧 2年 中武三四郎 2年 末田　達彦 3年

北桑田 京都 和歌山北 和歌山 奈良北 奈良 榛生昇陽 奈良 紀北工 和歌山 向陽 京都 城東工 大阪 三田学園 兵庫
3分41秒44 3分41秒86 3分44秒62 3分47秒50 3分48秒82 3分49秒45 3分51秒89 4分04秒58
吉岡　直哉 3年 酒井　達也 2年 志村　勇樹 2年 山森　真将 2年 中村雄太郎 2年 園田　浩士 3年 小林　諒一 2年 小林　春輝 1年

大谷 京都 花園 京都 瀬田工 滋賀 北桑田 京都 和歌山北 和歌山 茨木工 大阪 興國 大阪 奈良北 奈良
11秒844 11秒729 12秒047 12秒309 11秒998 12秒235 12秒553 12秒596

元砂　勇雪 3年 西沢　倭義 3年 能登　泰地 3年 早川　雄貴 2年 濱口　智貴 3年 渡辺　青慈 2年 北村　彰也 2年 豊田　拓弥 2年
榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 兵庫工 兵庫 日生第三 兵庫 三田学園 兵庫 奈良北 奈良 和歌山北 和歌山 鴨沂 京都
4分52秒80 5分01秒45 5分14秒35 --- --- 5分00秒96 5分02秒38 5分12秒42
山本　元喜 3年 徳田　鍛造 2年 安原　大貴 3年 松本　耀介 2年 清水　孝将 3年 古谷　勇輝 3年 猪鼻　拓哉 3年 平田　淳人 2年

奈良北 奈良 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 三田学園 兵庫 日生第三 兵庫 城東工 大阪 和歌山北 和歌山 鴨沂 京都
83点 75点 42点 10点 8点 6点 6点 2点

梅原　快斗 3年 山本　慎一 3年 山田　智大 3年 岩指　翔大 2年 大倉　勇夢 2年 福田　智仁 2年 榎本　年秀 3年 竹内　達也 3年
北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 三田学園 兵庫 奈良北 奈良 茨木工 大阪 城東工 大阪 和歌山北 和歌山 瀬田工 滋賀

8分52秒03 12秒27 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
中井　俊亮 2年 浜地　一徳 3年 二神　匡隆 2年 野久保良一 2年 谷岡　　駿 3年 北　　裕介 3年 一色　一希 3年 門松　孝成 3年
榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 和歌山北 和歌山 大産大附属 大阪 泉大津 大阪 三田学園 兵庫 城東工 大阪 興國 大阪
11秒60 --- --- --- --- --- --- ---
向陽 京都 日生第三 兵庫 兵庫工 兵庫 茨木工 大阪 鴨沂 京都 神崎 兵庫 興國 大阪

窓場千加頼 3年 清水　孝将 3年 秋山　彰吾 3年 園田　浩士 3年 森　章太朗 3年 久後　涼太 3年 門松　孝成 3年

田中　翔梧 2年 瀧本　貴司 2年 能登　泰地 3年 大倉　勇夢 2年 豊田　拓弥 2年 藤原　佑自 3年 小林　諒一 2年

中川　翔馬 1年 早川　雄貴 2年 太田　　淳 2年 井上　大輔 1年 平田　淳人 2年 山田　眞巳 3年 土生　貴大 2年

1分22秒94 1分24秒95 1分25秒58 1分25秒62 1分26秒82 1分28秒57 1分28秒57
榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 和歌山北 和歌山 奈良北 奈良 三田学園 兵庫 城東工 大阪 大産大附属 大阪
元砂　勇雪 3年 大中　巧基 3年 和田　　力 3年 山本　元喜 3年 池野　健太 3年 一色　一希 3年 伊庭　平伍 3年

山本　慎一 3年 浜地　一徳 3年 榎本　年秀 3年 大平　将汰 3年 山田　智大 3年 古谷　勇輝 3年 野久保良一 2年

安原　大貴 3年 西沢　倭義 3年 猪鼻　拓哉 3年 渡辺　青慈 2年 北　　裕介 3年 中武三四郎 2年 松田　智史 2年

中井　俊亮 2年 梅原　快斗 3年 北村　彰也 2年 岩指　翔大 2年 松本　耀介 2年 福田　智仁 2年 穂積　昂佑 2年

4分32秒67 大会新 4分33秒90 4分42秒59 4分42秒97 4分49秒42 4分52秒57 5分19秒81
女子

岩田　知夏 2年 山本めぐみ 1年 下久保初菜 2年 青木志都加 1年 中村　友香 1年
北桑田 京都 向陽 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 奈良北 奈良
42秒69 43秒05 43秒19 44秒49 47秒10

岩田　知夏 2年 下久保初菜 2年 青木志都加 1年 中村　友香 1年 山本めぐみ 1年
北桑田 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 奈良北 奈良 向陽 京都

2分48秒33 2分58秒81 3分07秒90 3分10秒69 3分17秒77
新人の部

松本　宜之 1年 宇根　敏希 1年 田畑　雄也 2年 梶原　　祥 1年 藤野　　航 3年 帖地　　森 1年
北桑田 京都 和歌山北 和歌山 三田学園 兵庫 和歌山北 和歌山 北桑田 京都 北桑田 京都
12秒071 12秒330 12秒392 12秒543 12秒629 12秒640

田畑　雄也 2年 宇根　敏希 1年 藤野　　航 3年 帖地　　森 1年 梶原　　祥 1年 山下　悠介 2年
三田学園 兵庫 和歌山北 和歌山 北桑田 京都 北桑田 京都 和歌山北 和歌山 三田学園 兵庫
1分16秒293 1分17秒394 1分18秒455 1分18秒590 1分19秒142 1分19秒411
松本　宜之 1年 中田　瑛次 1年 岡　　泰誠 2年 中野　雄喜 1年 林　　哲也 1年

北桑田 京都 和歌山北 和歌山 北桑田 京都 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良
4分05秒36 4分06秒31 4分07秒68 4分22秒77 4分25秒24

備考

2-3位は同着の
ため、両者2位
とする

神埼(兵庫)と
興国(大阪)は
同タイムのた
め、両校６位
とする

1-4位は順位決
定戦、5-8位は
予選の記録

タイムは予選
の記録

タイムは着順
のタイム
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３　位 ４　位 ５　位 ６　位 備考


