
■第49回近畿高等学校自転車競技大会

#18 ８ｋｍスクラッチ　【決勝】

府県名 学校名 学年 周回 着順 順位 備考

1 (白) 山本　大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 奈良 榛生昇陽 2年 9 9 --

2 (黒) 木村　吉秀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 滋賀 瀬田工 3年 DNF

3 (赤) 住谷　拓夢 ｽﾐﾀﾆ ﾀｸﾑ 京都 向陽 2年 DNF

4 (青) 藤井　大将 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼｮｳ 京都 鴨沂 2年 13 13 --

5 (黄) 岩佐　幸一 ｲﾜｻ ｺｳｲﾁ 京都 北桑田 3年 1 1 --

6 (白黒) 菅原　裕登 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 大阪 大阪産大附 3年 2 2 --

7 (白赤) 田窪　賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 茨木工科 2年 4 4 --

8 (白青) 松兼　輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 大阪 興國 2年 7 7 --

9 (赤青) 山﨑　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 大阪 市立堺 2年 8 8 --

10 (黒黄) 足立　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 兵庫 神崎 3年 10 10 --

11 (黒赤) 本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 兵庫 飾磨工 2年 DNF

12 (黒青) 福原　　壱 ﾌｸﾊﾗ ｲﾁ 兵庫 三田学園 2年 12 12 --

13 (白黄) 高山　秀平 ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 兵庫 兵庫工 3年 6 6 --

14 (赤黄) 宮地　勇貴 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｷ 奈良 奈良北 2年 3 3 --

15 (青黄) 松本　尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 和歌山 和歌北 2年 5 5 --

16 (緑) 糸川　枢司 ｲﾄｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 和歌山 紀北工 3年 11 11 --

Com

順位 府県名 学校名 学年

1 5 (黄) 岩佐　幸一 ｲﾜｻ ｺｳｲﾁ 京都 北桑田 3年

2 6 (白黒) 菅原　裕登 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 大阪 大阪産大附 3年

3 14 (赤黄) 宮地　勇貴 ﾐﾔｼﾞ ﾕｳｷ 奈良 奈良北 2年

4 7 (白赤) 田窪　賢次 ﾀｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪 茨木工科 2年

5 15 (青黄) 松本　尚平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 和歌山 和歌北 2年

6 13 (白黄) 高山　秀平 ﾀｶﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 兵庫 兵庫工 3年

7 8 (白青) 松兼　輝明 ﾏﾂｶﾈ ﾃﾙｱｷ 大阪 興國 2年

8 9 (赤青) 山﨑　　翼 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 大阪 市立堺 2年

9 1 (白) 山本　大喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 奈良 榛生昇陽 2年

10 10 (黒黄) 足立　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 兵庫 神崎 3年

11 16 (緑) 糸川　枢司 ｲﾄｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 和歌山 紀北工 3年

12 12 (黒青) 福原　　壱 ﾌｸﾊﾗ ｲﾁ 兵庫 三田学園 2年

13 4 (青) 藤井　大将 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼｮｳ 京都 鴨沂 2年

DNF 2 (黒) 木村　吉秀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 滋賀 瀬田工 3年

DNF 3 (赤) 住谷　拓夢 ｽﾐﾀﾆ ﾀｸﾑ 京都 向陽 2年

DNF 11 (黒赤) 本間　　奨 ﾎﾝﾏ ｽｽﾑ 兵庫 飾磨工 2年 --
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--

区分 選手名

区分 選手名

--

--

--

H24(2012)/06/17 京都・向日町競輪場[周長400m]
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--

兼　平成24年度全国高校総体近畿ブロック予選

--

--

--

■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

備考

■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

--
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