
■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]

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

備考
■男子　チーム・スプリント 決勝2014/6/14

和歌北 和歌山 紀北工 和歌山 奈良北 奈良 興國 大阪 三田学園 兵庫 神崎 兵庫 日生第三 兵庫 飾磨工 兵庫

布居　　翼 3年 奥田　弘矩 3年 中本　優司 3年 山神　海晴 3年 小谷　知輝 3年 幸田　悠樹 3年 宇佐美元基 3年 福原　徹也 3年

布居　大地 2年 井谷　幸輔 3年 堀口　裕介 3年 小川　恵司 3年 西部　真生 3年 前田　悠佑 3年 矢尻　光汰 3年 河原　大芽 2年

南　　　潤 2年 曽我部蘭丸 3年 吉岡　　衛 1年 平瀬　功汰 2年 牟田　宜平 2年 尾上　悠真 2年 磯部　行佑 2年 牧野　竜大 2年

■男子　４ｋｍチーム・パーシュート 決勝2014/6/14

北桑田 京都 榛生昇陽 奈良 向陽 京都 茨木工科 大阪

草場　啓吾 3年 安川　義道 2年 田渕　春歩 3年 藤村　祐輝 3年

村田　瑞季 3年 松山　達人 2年 荒木　晴伍 3年 須々田敏輝 3年

孫崎　大樹 3年 中囿　正太 2年 上羽虎之介 2年 植村　風太 2年

安田　　開 3年 奥村　十夢 1年 金田慎二郎 1年 浦尾　惇平 2年

■男子　１ｋｍタイム・トライアル 決勝2014/6/14

布居　大地 和歌山 冨田　雄介 京都 幸田　悠樹 兵庫 宇佐美元基 兵庫 植村　風太 大阪 黒田　拓海 兵庫 阪田　識武 兵庫 岩田　凌弥 京都

和歌北 2年 北桑田 3年 神崎 3年 日生第三 3年 茨木工科 2年 兵庫工 3年 飾磨工多 1年 向陽 1年

■男子　ポイント・レース(２４ｋｍ) 決勝2014/6/15

孫崎　大樹 京都 吉岡　　衛 奈良 曽我部厚誠 大阪 中井　唯晶 滋賀 田渕　春歩 京都 東野　誠覇 大阪 松山　達人 奈良 山本　　慧 和歌山

北桑田 3年 奈良北 1年 城東工科 2年 瀬田工 3年 向陽 3年 興國 3年 榛生昇陽 2年 和歌北 2年

■男子　３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 決勝2014/6/15

安田　　開 京都 安川　義道 奈良 中本　優司 奈良 須々田敏輝 大阪 山村　勇気 和歌山 北西　佳輔 兵庫 伊藤　歩登 兵庫 植益　和行 大阪

北桑田 3年 榛生昇陽 2年 奈良北 3年 茨木工科 3年 和歌北 3年 甲南 3年 神戸弘陵 1年 興國 2年

3分39秒050 3分39秒650 3分41秒600 3分42秒320 3分50秒890 3分55秒620 3分57秒650 3分58秒950

■男子　スクラッチ(８ｋｍ) 決勝2014/6/15

村田　瑞季 京都 平松　真一 和歌山 西部　真生 兵庫 曽我部蘭丸 和歌山 中囿　正太 奈良 小川　恵司 大阪 浦尾　惇平 大阪 荒木　晴伍 京都

北桑田 3年 和歌北 3年 三田学園 3年 紀北工 3年 榛生昇陽 2年 興國 3年 茨木工科 2年 向陽 3年

■男子　４ｋｍ速度競走 決勝2014/6/15

草場　啓吾 京都 永橋　湧也 和歌山 堀口　裕介 奈良 大森　一輝 京都 河村　裕輔 兵庫 奥村　十夢 奈良 古川　智也 大阪 二宮　誉仁 大阪

北桑田 3年 和歌北 2年 奈良北 3年 鴨沂 2年 神崎 2年 榛生昇陽 1年 城東工科 2年 興國 2年

■男子　ケイリン 決勝2014/6/15

南　　　潤 和歌山 山神　海晴 大阪 石田真一朗 大阪 徳田　　匠 京都 上羽虎之介 京都 阿部将太朗 大阪 福原　徹也 兵庫 牟田　宜平 兵庫

和歌北 2年 興國 3年 佐野工科 3年 北桑田 2年 向陽 2年 市立堺 3年 飾磨工 3年 三田学園 2年
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■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]

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

備考７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
■男子　スプリント 決勝2014/6/15

布居　　翼 和歌山 福永　大智 大阪 前田　悠佑 兵庫 竹村　　拓 京都 藪野　瑛仁 大阪 三好憲士郎 奈良 平瀬　功汰 大阪 福田　雄介 大阪

和歌北 3年 城東工科 1年 神崎 3年 北桑田 2年 大阪偕星 3年 榛生昇陽 1年 興國 2年 三国丘定 3年

■男子　学校対抗(トラック総合) 決勝2014/6/15

北桑田 京都 和歌北 和歌山 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 興國 大阪 神崎 兵庫 向陽 京都 茨木工科 大阪

■男子　学校対抗(総合) 決勝2014/6/15

北桑田 京都 和歌北 和歌山 奈良北 奈良 榛生昇陽 奈良 興國 大阪 向陽 京都 神崎 兵庫 城東工科 大阪

■女子
決勝2014/6/14

八木　　梓 京都 田村ひろみ 大阪 藤後　莉早 兵庫 松田　玲夏 大阪 岡田枝里子 京都 佐々木百合乃 大阪

北桑田 3年 城東工科 3年 飾磨工 2年 城東工科 3年 北桑田 1年 市立堺 1年

決勝2014/6/15

八木　　梓 京都 田村ひろみ 大阪 藤後　莉早 兵庫 松田　玲夏 大阪 阪本ほのか 奈良 元砂水咲美 奈良

北桑田 3年 城東工科 3年 飾磨工 2年 城東工科 3年 榛生昇陽 1年 榛生昇陽 2年

■第11回近畿高等学校自転車競技新人大会 2014(H26)/06/13-15 京都向日町競輪場[周長400m]

決勝2014/6/14

川上松五郎 和歌山 三宅　大春 京都 武田　悠佑 京都 楠部　夏流 和歌山 溝口　智貴 京都 早川　裕紀 京都

和歌北 1年 北桑田 1年 北桑田 2年 和歌北 2年 北桑田 2年 北桑田 2年

■新人　３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート 決勝2014/6/14

早川　裕紀 京都 溝口　智貴 京都 吉川　　要 和歌山 三宅　大春 京都 水口　　宙 京都 山﨑　咲斗 大阪

北桑田 2年 北桑田 2年 和歌北 3年 北桑田 1年 北桑田 1年 興國 2年

■新人　１ｋｍタイム・トライアル 決勝2014/6/15

武田　悠佑 京都 堀越　翔己 京都 川上松五郎 和歌山 楠部　夏流 和歌山 湯浅　健生 京都 西村　豊紀 京都

北桑田 2年 北桑田 1年 和歌北 1年 和歌北 2年 北桑田 2年 北稜 2年

3分52秒910 3分55秒730 4分00秒300 4分03秒180 4分12秒500 4分20秒170

1分12秒863 1分14秒673 1分14秒842 1分16秒169 1分16秒440 1分16秒882

12秒090 12秒190 12秒210 12秒320 12秒340 12秒350

■女子　２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート

2分43秒170 2分46秒240 2分51秒100 2分53秒090 2分53秒160 2分54秒620

■新人　２００ｍフライング・タイム・トライアル

■女子　５００ｍタイム・トライアル

40秒240 40秒650 40秒760 40秒970 41秒160 41秒460

トラック・ロード
の総合成績102点 75点 39点 35点 26点 22点 20点 18点

65点 58点 29点 27点 23点 20点 18点 17点

記録は予選の記録

11秒280 12秒163 12秒252 12秒119 12秒274 12秒573 12秒345 12秒323


