
■第51回近畿高等学校自転車競技選手権大会[トラック]

兼　平成26年度全国高校総体(インターハイ)近畿ブロック予選

2014(H26)/06/13-15 京都向日町競輪場[周長400m]

#18 男子スクラッチ【決勝】

選手名 よみがな 府県名 学校名 学年 周回 着順 順位 備考

村田　瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 北桑田 3年 1 1

荒木　晴伍 ｱﾗｷ ｾｲｺﾞ 京都 向陽 3年 8 8

小川　恵司 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 大阪 興國 3年 6 6

平松　真一 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 和歌山 和歌北 3年 2 2

西澤　太一 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 滋賀 瀬田工 3年 10 10

財田洸太郎 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 神戸弘陵 3年 13 13

曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 和歌山 紀北工 3年 4 4

平野　凌兵 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾍｲ 兵庫 市伊丹 3年 DNF

武田　陽太 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳﾀ 奈良 奈良北 2年 DNS

西部　真生 ﾆｼﾍﾞ ﾏｵ 兵庫 三田学園 3年 3 3

山﨑　　一 ﾔﾏｻｷ ﾊｼﾞﾒ 大阪 城東工科 2年 9 9

源田　真也 ｹﾞﾝﾀ ｼﾝﾔ 京都 花園 2年 12 12

浦尾　惇平 ｳﾗｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大阪 茨木工科 2年 7 7

大得　智季 ｵｵｴ ｻﾄｷ 大阪 大阪偕星 2年 DNF

中囿　正太 ﾅｶｿﾞﾉ ｼｮｳﾀ 奈良 榛生昇陽 2年 5 5

谷　　和也 ﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 大阪 市立堺 1年 11 11
源田選手　ブルーバンド走行注意

Result : #18  8KM SCRATCH / Men - Final
順位 区分 選手名 よみがな 府県名 学校名 学年

1  1(白) 村田　瑞季 ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 京都 北桑田 3年

2  4(青) 平松　真一 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 和歌山 和歌北 3年

3 10(黒黄) 西部　真生 ﾆｼﾍﾞ ﾏｵ 兵庫 三田学園 3年

4  7(白赤) 曽我部蘭丸 ｿｶﾞﾍﾞ ﾗﾝﾏﾙ 和歌山 紀北工 3年

5 15(青黄) 中囿　正太 ﾅｶｿﾞﾉ ｼｮｳﾀ 奈良 榛生昇陽 2年

6  3(赤) 小川　恵司 ｵｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 大阪 興國 3年

7 13(白黄) 浦尾　惇平 ｳﾗｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 大阪 茨木工科 2年

8  2(黒) 荒木　晴伍 ｱﾗｷ ｾｲｺﾞ 京都 向陽 3年

9 11(黒赤) 山﨑　　一 ﾔﾏｻｷ ﾊｼﾞﾒ 大阪 城東工科 2年

10  5(黄) 西澤　太一 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 滋賀 瀬田工 3年

11 16(緑) 谷　　和也 ﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 大阪 市立堺 1年

12 12(黒青) 源田　真也 ｹﾞﾝﾀ ｼﾝﾔ 京都 花園 2年

13  6(白黒) 財田洸太郎 ﾀｶﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 兵庫 神戸弘陵 3年

DNF 14(赤黄) 大得　智季 ｵｵｴ ｻﾄｷ 大阪 大阪偕星 2年

DNF  8(白青) 平野　凌兵 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳﾍｲ 兵庫 市伊丹 3年

DNS  9(赤青) 武田　陽太 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳﾀ 奈良 奈良北 2年

主催 近畿高等学校体育連盟　滋賀県教育委員会

近畿地域自転車競技連合　滋賀県自転車競技連盟　京都府自転車競技連盟　

(公財)日本自転車競技会近畿支部　(一社)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自転車競技専門部

16(緑)

備考

後援

11(黒赤)

12(黒青)

13(白黄)

14(赤黄)

15(青黄)

 6(白黒)

 7(白赤)

 8(白青)

 9(赤青)

10(黒黄)

 1(白)

 2(黒)

 3(赤)

 4(青)

 5(黄)

区分

参考タイム 10分33秒03

Communiqué #40
Result

2014/06/15/Sun 11:30


