
第１日目(H21/06/20)

開会式  9:00

1 スプリント 予選 (13名)  9:30

2 ケイリン 予選 (14名) ２組  9:50

3 新人の部　２００ｍタイム・トライアル (30名) 10:10

4 女子　５００ｍタイム・トライアル 決勝 ( 5名) ３組 10:50

5 チーム・スプリント 決勝 ( 7校) ４組 11:00

6 ４ｋｍチーム・パーシュート 決勝 ( 7校) ４組 11:20

昼食

7 新人の部　３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート ( 6名) ３組 13:00

8 ３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 予選 (10名) ５組 13:20

9 １ｋｍタイム・トライアル 決勝 (11名) 14:20

10 スプリント 1/4決勝 ( 8名) ４組 15:00

11 ケイリン 敗者復活戦 ( 8名) １組 15:20

表彰 16:00

第２日目(H21/06/21)

12 ２４ｋｍポイント・レース 決勝 (11名)  9:00

13 新人の部　１ｋｍタイム・トライアル (24名) 12組  9:45

14 ３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 順位決定戦 ( 4名) ２組 10:30

15 スプリント 1/2決勝 ( 4名) ２組 10:40

16 スクラッチ 決勝 (14名) 10:50

17 スプリント 順位決定戦 11:10

表彰 11:30

18 女子　２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 順位決定戦 ( 5名) ３組 12:00

19 ４ｋｍ速度競走 決勝 (11名) 12:10

20 ケイリン 決勝 ( 8名) 12:20

閉会式 13:00

競技日程



１．スプリント【予選】

(上位８名は1/4決勝へ)

No ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

1 22 武士田幹人 ﾌﾞｼﾀﾞ ﾐｷﾄ 京都 田辺 3年 秒

2 13 中川　翔馬 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 京都 向陽 1年 秒

3 68 小林　春輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 奈良 奈良北 1年 秒

4 21 海津　　寛 ｶｲﾂﾞ ﾋﾛｼ 京都 北桑田 2年 秒

5 56 楮　　貴博 ｶｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 兵庫 兵庫工 2年 秒

6 47 菅澤　　想 ｽｶﾞｻﾜ ｿｳ 兵庫 三田学園 2年 秒

7 8 西本　隆志 ﾆｼﾓﾄ ﾀｶｼ 京都 平安 2年 秒

8 4 酒井　達也 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ 京都 花園 2年 秒

9 81 中村雄太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 和歌山 和歌山北 2年 秒

10 34 小林　諒一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ 大阪 興國 2年 秒

11 24 園田　浩士 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 大阪 茨木工 3年 秒

12 3 志村　勇樹 ｼﾑﾗ ﾕｳｷ 滋賀 瀬田工 2年 秒

13 10 吉岡　直哉 ﾖｼｵｶ ﾅｵﾔ 京都 大谷 3年 秒

選手名

2009/06/20  09:30



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 記録 順位

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

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

３( 赤 ) 60 藤原　佑自 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 兵庫 神崎 3年 秒

４( 青 ) 27 一色　一希 ｲｯｼｷ ｶｽﾞｷ 大阪 城東工 3年 秒

５( 黄 ) 33 門松　孝成 ｶﾄﾞﾏﾂ ｺｳｾｲ 大阪 興國 3年 秒

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 秒

７(白赤) 65 豊田　雄作 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｻｸ 奈良 奈良北 3年 秒

組 区分 ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

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

２( 黒 ) 43 北　　裕介 ｷﾀ ﾕｳｽｹ 兵庫 三田学園 3年 秒

３( 赤 ) 50 岩田　倫彰 ｲﾜﾀ ﾉﾘｱｷ 兵庫 日生第三 2年 秒

４( 青 ) 32 谷岡　　駿 ﾀﾆｵｶ ｼｭﾝ 大阪 泉大津 3年 秒

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 秒

６(白黒) 14 佐々木大和 ｻｻｷ ﾔﾏﾄ 京都 向陽 1年 秒

７(白赤) 80 二神　匡隆 ﾆｶﾐ ｷﾖﾀｶ 和歌山 和歌山北 2年 秒

選手名

１

選手名

２

2009/06/20 9:50



３．新人の部２００ｍタイム・トライアル

No ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

1 716 川﨑　智一 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪 此花学院 1年 秒

2 720 足立　龍則 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾉﾘ 兵庫 神崎 1年 秒

3 721 上田　崚雅 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 兵庫 神崎 1年 秒

4 722 藤尾　数馬 ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞﾏ 兵庫 神崎 1年 秒

5 729 宇根　敏希 ｳﾈ ﾄｼｷ 和歌山 和歌山北 1年 秒

6 725 高田　康平 ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ 奈良 奈良北 1年 秒

7 713 上田　翔輝 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｷ 大阪 城東工 1年 秒

8 701 西村建太朗 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 京都 平安 1年 秒

9 702 樋口　和樹 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 京都 平安 1年 秒

10 726 小谷　直輝 ｺﾀﾆ ﾅｵｷ 奈良 榛生昇陽 1年 秒

11 727 林　　哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 奈良 榛生昇陽 1年 秒

12 715 杦本　清志 ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 大阪 興國 1年 秒

13 711 光宗　　秀 ﾐﾂﾑﾈ ｼｭｳ 京都 田辺 1年 秒

14 724 窪　　　翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 奈良 奈良北 1年 秒

15 714 木田　篤樹 ｷﾀﾞ ｱﾂｷ 大阪 城東工 1年 秒

16 712 友松　昭勝 ﾄﾓﾏﾂ ｱｷﾏｻ 大阪 城東工 1年 秒

17 730 梶原　　祥 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｮｳ 和歌山 和歌山北 1年 秒

18 707 中川総一郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 京都 北桑田 1年 秒

19 709 古川　和樹 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 京都 北桑田 1年 秒

20 708 中野　雄喜 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 京都 北桑田 1年 秒

21 723 山本　祐己 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 奈良 奈良北 1年 秒

22 706 帖地　　森 ﾁｮｳﾁ ｼﾝ 京都 北桑田 1年 秒

23 728 中田　瑛次 ﾅｶﾀ ｴｲｼﾞ 和歌山 和歌山北 1年 秒

24 710 松本　宜之 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 京都 北桑田 1年 秒

25 719 戸高　晃生 ﾄﾀﾞｶ ｱｷｵ 兵庫 三田学園 2年 秒

26 705 岡　　泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 京都 北桑田 2年 秒

27 717 山下　悠介 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 兵庫 三田学園 2年 秒

28 718 田畑　雄也 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 兵庫 三田学園 2年 秒

29 704 山森　真将 ﾏﾕｷ ﾏﾕｷ 京都 北桑田 2年 秒

30 703 藤野　　航 ﾌｼﾞﾉ ｺｳ 京都 北桑田 3年 秒

選手名

2009/06/20 10:10



４．女子５００ｍタイム・トライアル　【決勝】

No ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

1 504 青木志都加 ｱｵｷ ｼｽﾞｶ 京都 北桑田 1年 秒

2 505 中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 奈良 奈良北 1年 秒

3 501 山本めぐみ ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 京都 向陽 1年 秒

4 502 岩田　知夏 ｲﾜﾀ ﾄﾓｶ 京都 北桑田 2年 秒

5 503 下久保初菜 ｼﾓｸﾎﾞ ﾊﾂﾅ 京都 北桑田 2年 秒

2009/06/20 10:50

選手名



６．チーム・スプリント　【決勝】

組 H/B 学校名 府県名 ID 学年 記録 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

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

49 高井　祐磨 ﾀｶｲ ﾕｳﾏ 3年

50 岩田　倫彰 ｲﾜﾀ ﾉﾘｱｷ 2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

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

14 佐々木大和 ｻｻｷ ﾔﾏﾄ 1年

53 秋山　彰吾 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 3年

35 土生　貴大 ﾊﾌﾞ ﾀｶﾋﾛ 2年

55 太田　　淳 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 2年

56 楮　　貴博 ｶｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 2年

57 樫尾　天多 ｶｼｵ ﾃﾝﾀ 1年

58 窪田　一矢 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 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

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

選手名

茨木工 大阪Ｈ

１

Ｂ 分　　秒

分　　秒

２

Ｈ 日生第三 兵庫 分　　秒

３

Ｈ 兵庫工 兵庫 分　　秒

分　　秒

Ｂ 向陽 京都 分　　秒

2009/06/20 11:00

４

Ｈ 神崎 兵庫 分　　秒

Ｂ 興國 大阪 分　　秒

Ｂ 鴨沂 京都



７．チーム・パーシュート　【決勝】

組 H/B 学校名 府県名 ID 学年 記録 順位

36 伊庭　平伍 ｲﾊﾞ ﾍｲｺﾞ 3年

37 野久保良一 ﾉｸﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ 2年

38 松田　智史 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ 2年

39 穂積　昂佑 ﾎｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 2年

41 池野　健太 ｲｹﾉ ｹﾝﾀ 3年

42 山田　智大 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 3年

43 北　　裕介 ｷﾀ ﾕｳｽｹ 3年

44 末田　達彦 ｽｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 3年

45 濱口　智貴 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 3年

46 松本　耀介 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ 2年

47 菅澤　　想 ｽｶﾞｻﾜ ｿｳ 2年

27 一色　一希 ｲｯｼｷ ｶｽﾞｷ 3年

28 古谷　勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 3年

29 中武三四郎 ﾅｶﾀｹ ｻﾝｼﾛｳ 2年

30 的場　優宏 ﾏﾄﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 2年

31 福田　智仁 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾋﾄ 2年

62 山本　元喜 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 3年

63 大平　将汰 ｵｵﾋﾗ ｼｮｳﾀ 3年

64 松谷　　翔 ﾏﾂﾀﾆ ｼｮｳ 3年

65 豊田　雄作 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｻｸ 3年

66 渡辺　青慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 2年

67 岩指　翔大 ｲﾜｻｼ ｼｮｳﾀ 2年

68 小林　春輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｷ 1年

75 和田　　力 ﾜﾀﾞ ﾁｶﾗ 3年

76 榎本　年秀 ｴﾉﾓﾄ ﾄｼﾋﾃﾞ 3年

77 猪鼻　拓哉 ｲﾊﾞﾅ ﾀｸﾔ 3年

78 北村　彰也 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾔ 2年

79 谷口　功将 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 2年

80 二神　匡隆 ﾆｶﾐ ｷﾖﾀｶ 2年

81 中村雄太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 2年

15 大中　巧基 ｵｵﾅｶ ｺｳｷ 3年

16 浜地　一徳 ﾊﾏｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 3年

17 宮野　　海 ﾐﾔﾉ ｶｲ 3年

18 梅原　快斗 ｳﾒﾊﾗ ｶｲﾄ 3年

19 西沢　倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 3年

20 徳田　鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ 2年

21 海津　　寛 ｶｲﾂﾞ ﾋﾛｼ 2年

69 元砂　勇雪 ﾓﾄｽﾅ ﾕｳ 3年

70 山本　慎一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 3年

71 安原　大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 3年

72 谷　　尚樹 ﾀﾆ ﾅｵｷ 3年

73 中井　俊亮 ﾅｶｲ ｼｭﾝｽｹ 2年

74 山本　　隼 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 1年

１

Ｈ 大産大附属 大阪 分　　秒

Ｂ 分　　秒

２

Ｈ 三田学園 兵庫 分　　秒

Ｂ 城東工 大阪 分　　秒

３

Ｈ 奈良北 奈良 分　　秒

Ｂ 和歌山北 和歌山

４

Ｈ 北桑田 京都 分　　秒

Ｂ 榛生昇陽 奈良 分　　秒

2009/06/20 11:20

分　　秒

選手名



７．新人の部　３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート

組 H/B ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

Ｈ 727 林　　哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 奈良 榛生昇陽 1年 分　　秒

Ｂ 709 古川　和樹 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 京都 北桑田 1年 分　　秒

Ｈ 708 中野　雄喜 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ 京都 北桑田 1年 分　　秒

Ｂ 710 松本　宜之 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 京都 北桑田 1年 分　　秒

Ｈ 705 岡　　泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 京都 北桑田 2年 分　　秒

Ｂ 728 中田　瑛次 ﾅｶﾀ ｴｲｼﾞ 和歌山 和歌山北 1年 分　　秒

2009/06/20 13:00

選手名

１

２

３



８．　３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート　【予選】

(上位２名は決勝へ、３－４位は３－４位決定戦へ)

組 H/B ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

Ｈ 23 伊澤　真魚 ｲｻﾞﾜ ﾏｵ 大阪 泉尾工 3年 分　　秒

Ｂ 分　　秒

Ｈ 12 田中　翔梧 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 京都 向陽 2年 分　　秒

Ｂ 44 末田　達彦 ｽｴﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 兵庫 三田学園 3年 分　　秒

Ｈ 29 中武三四郎 ﾅｶﾀｹ ｻﾝｼﾛｳ 大阪 城東工 2年 分　　秒

Ｂ 82 高橋　洋祐 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 和歌山 紀北工 3年 分　　秒

Ｈ 72 谷　　尚樹 ﾀﾆ ﾅｵｷ 奈良 榛生昇陽 3年 分　　秒

Ｂ 75 和田　　力 ﾜﾀﾞ ﾁｶﾗ 和歌山 和歌山北 3年 分　　秒

Ｈ 15 大中　巧基 ｵｵﾅｶ ｺｳｷ 京都 北桑田 3年 分　　秒

Ｂ 63 大平　将汰 ｵｵﾋﾗ ｼｮｳﾀ 奈良 奈良北 3年 分　　秒
５

2009/06/20 13:20

選手名

１

２

３

４



９．１ｋｍタイム・トライアル【決勝】

No ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

1 49 高井　祐磨 ﾀｶｲ ﾕｳﾏ 兵庫 日生第三 3年 １分　　秒　　

2 9 岡﨑　友哉 ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 京都 西乙訓 3年 １分　　秒　　

3 26 井上　大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 大阪 茨木工 1年 １分　　秒　　

4 58 窪田　一矢 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 兵庫 兵庫工 1年 １分　　秒　　

5 74 山本　　隼 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ 奈良 榛生昇陽 1年 １分　　秒　　

6 64 松谷　　翔 ﾏﾂﾀﾆ ｼｮｳ 奈良 奈良北 3年 １分　　秒　　

7 83 井田　有人 ｲﾀﾞ ﾕｳﾄ 和歌山 紀北工 2年 １分　　秒　　

8 79 谷口　功将 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 和歌山 和歌山北 2年 １分　　秒　　

9 17 宮野　　海 ﾐﾔﾉ ｶｲ 京都 北桑田 3年 １分　　秒　　

10 41 池野　健太 ｲｹﾉ ｹﾝﾀ 兵庫 三田学園 3年 １分　　秒　　

11 11 窓場千加頼 ﾏﾄﾞﾊﾞ ﾁｶﾖﾘ 京都 向陽 3年 １分　　秒　　

2009/06/20  14:20

選手名



１２．　２４ｋｍポイント・レース　【決勝】

参考タイム

分 秒

2009/06/21 09:00

１着　５点
２着　３点
３着　２点
４着 １点

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 F

１( 白 ) 77 猪鼻　拓哉 ｲﾊﾞﾅ ﾀｸﾔ 和歌山 3年

分　　秒

和歌山北

４着　１点
５着　 －

区分 順位着順得点周回学校名 学年府県名選手名ID

２( 黒 ) 48 清水　孝将 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾏｻ 兵庫 3年

３( 赤 ) 28 古谷　勇輝 ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳｷ 大阪 3年

４( 青 ) 71 安原　大貴 ﾔｽﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 奈良 3年

５( 黄 ) 62 山本 元喜 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾞﾝｷ 奈良 3年奈良北

榛生昇陽

城東工

日生第三

５( 黄 ) 62 山本　元喜 ﾔﾏﾓﾄ ｹ ﾝｷ 奈良 3年

６(白黒) 38 松田　智史 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ 大阪 2年

７(白赤) 1 木村　圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 滋賀 3年

８(白青) 55 太田　　淳 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 兵庫 2年

奈良北

兵庫工

瀬田工

大産大附属

９(赤青) 46 松本　耀介 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｽｹ 兵庫 2年

10(黒黄) 20 徳田　鍛造 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾝｿﾞｳ 京都 2年

11(黒赤) 7 平田　淳人 ﾋﾗﾀ ｼﾞｭﾝﾄ 京都 2年鴨沂

北桑田

三田学園



１３．新人の部　１ｋｍタイム・トライアル

組 No ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

1 713 上田　翔輝 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｷ 大阪 城東工 1年 １分　　秒　　

2 716 川﨑　智一 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｶｽﾞ 大阪 此花学院 1年 １分　　秒　　

3 720 足立　龍則 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾉﾘ 兵庫 神崎 1年 １分　　秒　　

4 715 杦本　清志 ｽｷﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 大阪 興國 1年 １分　　秒　　

5 722 藤尾　数馬 ﾌｼﾞｵ ｶｽﾞﾏ 兵庫 神崎 1年 １分　　秒　　

6 721 上田　崚雅 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 兵庫 神崎 1年 １分　　秒　　

7 701 西村建太朗 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 京都 平安 1年 １分　　秒　　

8 725 高田　康平 ﾀｶﾀ ｺｳﾍｲ 奈良 奈良北 1年 １分　　秒　　

9 726 小谷　直輝 ｺﾀﾆ ﾅｵｷ 奈良 榛生昇陽 1年 １分　　秒　　

10 702 樋口　和樹 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 京都 平安 1年 １分　　秒　　

11 724 窪　　　翼 ｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 奈良 奈良北 1年 １分　　秒　　

12 712 友松　昭勝 ﾄﾓﾏﾂ ｱｷﾏｻ 大阪 城東工 1年 １分　　秒　　

13 711 光宗　　秀 ﾐﾂﾑﾈ ｼｭｳ 京都 田辺 1年 １分　　秒　　

14 714 木田　篤樹 ｷﾀﾞ ｱﾂｷ 大阪 城東工 1年 １分　　秒　　

15 723 山本　祐己 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 奈良 奈良北 1年 １分　　秒　　

16 719 戸高　晃生 ﾄﾀﾞｶ ｱｷｵ 兵庫 三田学園 2年 １分　　秒　　

17 707 中川総一郎 ﾅｶｶﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 京都 北桑田 1年 １分　　秒　　

18 729 宇根　敏希 ｳﾈ ﾄｼｷ 和歌山 和歌山北 1年 １分　　秒　　

19 706 帖地　　森 ﾁｮｳﾁ ｼﾝ 京都 北桑田 1年 １分　　秒　　

20 730 梶原　　祥 ｶｼﾞﾊﾗ ｼｮｳ 和歌山 和歌山北 1年 １分　　秒　　

21 717 山下　悠介 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｽｹ 兵庫 三田学園 2年 １分　　秒　　

22 718 田畑　雄也 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾔ 兵庫 三田学園 2年 １分　　秒　　

23 704 山森　真将 ﾏﾕｷ ﾏﾕｷ 京都 北桑田 2年 １分　　秒　　

30 703 藤野　　航 ﾌｼﾞﾉ ｺｳ 京都 北桑田 3年 １分　　秒　　

４

３

２

１

選手名
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１６．　スクラッチ　【決勝】

区分 ID 府県名 学校名 学年 周回 着順 順位

１( 白 ) 70 山本　慎一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 奈良 榛生昇陽 3年

２( 黒 ) 67 岩指　翔大 ｲﾜｻｼ ｼｮｳﾀ 奈良 奈良北 2年

３( 赤 ) 25 大倉　勇夢 ｵｵｸﾗ ｲｻﾑ 大阪 茨木工 2年

４( 青 ) 76 榎本　年秀 ｴﾉﾓﾄ ﾄｼﾋﾃﾞ 和歌山 和歌山北 3年

５( 黄 ) 39 穂積　昂佑 ﾎｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 大阪 大産大附属 2年

６(白黒) 35 土生　貴大 ﾊﾌﾞ ﾀｶﾋﾛ 大阪 興國 2年

７(白赤) 2 竹内　達也 ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 滋賀 瀬田工 3年

８(白青) 5 森　章太朗 ﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 京都 鴨沂 3年

９(赤青) 18 梅原　快斗 ｳﾒﾊﾗ ｶｲﾄ 京都 北桑田 3年

10(黒黄) 42 山田　智大 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫 三田学園 3年

11(黒赤) 59 久後　涼太 ｷｭｳｺﾞ ﾘｮｳﾀ 兵庫 神崎 3年

12(赤青) 31 福田　智仁 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾋﾄ 大阪 城東工 2年

13(黒黄) 51 瀧本　貴司 ﾀｷﾓﾄ ﾀｶｼ 兵庫 日生第三 2年

14(黒赤) 57 樫尾　天多 ｶｼｵ ﾃﾝﾀ 兵庫 兵庫工 1年

2009/06/21 10:50

選手名



１８．　女子２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート　【順位決定戦】

組 H/B ID 府県名 学校名 学年 記録 順位

Ｈ 501 山本めぐみ ﾔﾏﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 京都 向陽 1年 分　　秒

Ｂ 分　　秒

Ｈ 504 青木志都加 ｱｵｷ ｼｽﾞｶ 京都 北桑田 1年 分　　秒

Ｂ 505 中村　友香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 奈良 奈良北 1年 分　　秒

Ｈ 502 岩田　知夏 ｲﾜﾀ ﾄﾓｶ 京都 北桑田 2年 分　　秒

Ｂ 503 下久保初菜 ｼﾓｸﾎﾞ ﾊﾂﾅ 京都 北桑田 2年 分　　秒

2009/06/21 12:00

選手名

１
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３



１９．　４ｋｍ速度競走　【決勝】

10

B H B H B H B H B H B H B H B H B H B H B

１( 白 ) 69 元砂　勇雪 ﾓﾄｽﾅ ﾕｳ 奈良 榛生昇陽 3年 分　　秒

２( 黒 ) 78 北村　彰也 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾔ 和歌山 和歌山北 2年 分　　秒

３( 赤 ) 66 渡辺　青慈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 奈良 奈良北 2年 分　　秒

４( 青 ) 36 伊庭　平伍 ｲﾊﾞ ﾍｲｺﾞ 大阪 大産大附属 3年 分　　秒

５( 黄 ) 19 西沢　倭義 ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾖﾘ 京都 北桑田 3年 分　　秒

６(白黒) 45 濱口　智貴 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 兵庫 三田学園 3年 分　　秒

７(白赤) 54 能登　泰地 ﾉﾄ ﾀｲﾁ 兵庫 兵庫工 3年 分　　秒

８(白青) 61 山田　眞巳 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 兵庫 神崎 3年 分　　秒

９(赤青) 6 豊田　拓弥 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾔ 京都 鴨沂 2年 分　　秒

10(黒黄) 30 的場　優宏 ﾏﾄﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 大阪 城東工 2年 分　　秒

11(黒赤) 52 早川　雄貴 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 兵庫 日生第三 2年 分　　秒

ID区分
12345678

学年学校名府県名選手名
9 合計

順位タイム着順
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