
組 H/B 学校名 府県名 学年 順位 備考

足立　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 3年

河村　福輔 ｶﾜﾑﾗ ﾌｸｽｹ 3年

川元　優佑 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 3年

安積　尚宏 ｱﾂﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 2年

-- -- --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

今西　亮太 ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ 3年

長谷部大和 ﾊｾﾍﾞ ﾔﾏﾄ 3年

安原　大生 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲｾｲ 3年

山本　大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 2年

岡本　　隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 2年

中野尻　祥 ﾅｶﾉｼﾞﾘ ｼｮｳ 2年

森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 2年

松本　尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 2年

井田　圭真 ｲﾀﾞ ｹｲﾏ 3年

狹間　大地 ﾊｻﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 3年

瀬越　靖弥 ｾｺﾞｼ ﾉﾌﾞﾔ 3年

宮下　孝太 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾀ 3年

田中　良亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 3年

辻　　晃平 ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 3年

徳田　　優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 3年

安田　京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 2年

学校名 府県名 学年

田中　良亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 3年

辻　　晃平 ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 3年

徳田　　優 ﾄｸﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 3年

安田　京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 2年

今西　亮太 ｲﾏﾆｼ ﾘｳﾀ 3年

長谷部大和 ﾊｾﾍﾞ ﾔﾏﾄ 3年

安原　大生 ﾔｽﾊﾗ ﾀｲｾｲ 3年

山本　大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 2年

岡本　　隼 ｵｶﾓﾄ ﾊﾔﾄ 2年

中野尻　祥 ﾅｶﾉｼﾞﾘ ｼｮｳ 2年

森口　寛己 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 2年

松本　尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 2年

井田　圭真 ｲﾀﾞ ｹｲﾏ 3年

狹間　大地 ﾊｻﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 3年

瀬越　靖弥 ｾｺﾞｼ ﾉﾌﾞﾔ 3年

宮下　孝太 ﾐﾔｼﾀ ｺｳﾀ 3年

足立　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 3年

河村　福輔 ｶﾜﾑﾗ ﾌｸｽｹ 3年

川元　優佑 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳｽｹ 3年

安積　尚宏 ｱﾂﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 2年

選手名 記録

4 分 55 秒 580

コミニュケNo_23 Result
■第49回近畿高等学校自転車競技大会 兼　平成24年度全国高校総体近畿ブロック予選

H14(2012)/06/16 京都・向日町競輪場[周長400m]

#06 4kmチーム・パーシュート　【決勝】
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■主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　兵庫県高等学校体育連盟自転車競技専門部

■主催 近畿高等学校体育連盟　兵庫県教育委員会

■後援 近畿地域自転車競技連合　兵庫県自転車競技連盟　(財)日本自転車競技会近畿支部　(社)日本競輪選手会兵庫支部
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