
■第52回近畿高等学校自転車競技選手権大会[トラック] 2015(H27)/06/13-14 奈良競輪場[周長333.33m]

兼　平成27年度全国高校総体(インターハイ)近畿ブロック予選 主催 近畿高等学校体育連盟　奈良県教育委員会

後援 近畿地域自転車競技連合　奈良県自転車競技連盟　(公財)日本自転車競技会近畿支部　(一社)日本競輪選手会奈良支部

主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　奈良県高等学校体育連盟自転車競技専門部

備考

学校名 府県 北桑田 京都 榛生昇陽 奈良

選手名1 学年 徳田　　匠 3 安川　義道 3

選手名2 学年 武田　悠佑 3 松山　達人 3

選手名3 学年 溝口　智貴 3 奥村　十夢 2

選手名4 学年 竹村　　拓 3 岡本　篤樹 2

記録 備考 4分34秒520 4分36秒830

備考

学校名 府県 和歌北 和歌山 興國 大阪 北稜 京都 三田学園 兵庫 神崎 兵庫 奈良北 奈良 城東工科 大阪 飾磨工 兵庫

選手名1 学年 南　　　潤 3 平瀬　功汰 3 西村　豊紀 3 牟田　宜平 3 尾上　悠真 3 吉岡　　衛 2 曽我部厚誠 3 河原　大芽 3

選手名2 学年 永橋　湧也 3 二宮　誉仁 3 大住　駿介 3 末廣　快理 2 河村　裕輔 3 森田　晃優 2 福永　大智 2 村上　翔馬 2

選手名3 学年 布居　大地 3 長谷川聖汰郎 2 田中　久敦 2 上山　夏樹 2 宮浦　淳希 2 栗巣　颯葵 1 古川　智也 3 大谷　昂史 2

記録 備考 1分04秒830 大会新 1分09秒580 1分10秒150 1分10秒150 1分10秒610 1分11秒030 1分11秒030 1分12秒590

備考

選手名 学年 伊藤　歩登 2 布居　大地 3 松山　達人 3 早川　裕紀 3 上山　夏樹 2 長谷川聖汰郎 2 藤木　大嗣 3 佐藤　孝昭 3

学校名 府県 神戸弘陵 兵庫 和歌北 和歌山 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 三田学園 兵庫 興國 大阪 北稜 京都 瀬田工 滋賀

記録 備考 1分07秒920 -- 1分09秒590 -- 1分11秒150 -- 1分11秒650 -- 1分11秒910 -- 1分12秒310 -- 1分13秒820 -- 1分17秒370 --

備考

選手名 学年 曽我部厚誠 3 谷　　和也 2 奥村　十夢 2 吉岡　　衛 2 山本　　慧 3 八木　佑太 2 湯浅　健生 3 浜田　　樹 2

学校名 府県 城東工科 大阪 市立堺 大阪 榛生昇陽 奈良 奈良北 奈良 和歌北 和歌山 飾磨工多 兵庫 北桑田 京都 大阪産大附 大阪

記録 備考 54点 -- 45点 -- 25点 -- 11点 -- 11点 -- 11点 -- 8点 -- 3点 --

備考

選手名 学年 安川　義道 3 徳田　　匠 3 楠部　夏流 3 吉田　拓未 2 石井　玲央 2 山﨑　　一 3 奥出　　翔 2 道盛　裕哉 3

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 和歌北 和歌山 紀北工 和歌山 大阪偕星 大阪 城東工科 大阪 自由ヶ丘 兵庫 伊丹 兵庫

記録 備考 3分32秒950 大会新 3分34秒530 -- 3分50秒730 -- 3分51秒250 -- ---- -- ---- -- ---- -- ---- --

予選記録 備考 3分32秒060 大会新 3分33秒460 大会新 3分58秒140 -- 3分51秒920 -- 4分03秒71 -- 4分04秒230 -- 4分06秒290 -- 4分07秒05 --

備考

選手名 学年 古川　智也 3 得津　光司 3 岡本　篤樹 2 大谷　昂史 2 尼丁　禎章 3 浜田　大雅 2 源田　真也 3 河村　裕輔 3

学校名 府県 城東工科 大阪 東海大仰星 大阪 榛生昇陽 奈良 飾磨工 兵庫 大阪偕星 大阪 藤井寺工科 大阪 花園 京都 神崎 兵庫

記録 備考 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

４位 ５位 ６位 ７位 ８位

■男子１ｋｍタイム・トライアル

■男子ポイント・レース[24km]

■男子３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート

１位 ２位 ３位順位

８位

距離24kmで実施

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位

■男子スクラッチ[8km]

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ８位

予選6km、決勝8km
で実施

６位 ７位 ８位

1-4位は順位決定
戦で、5位以下は
予選のタイムで順
位を決定

７位

順位 １位 ２位 ３位 ４位

■男子４ｋｍチーム・パーシュート

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ８位

■男子チーム・スプリント[333.33m×3]

２チームのみ出場

順位

順位

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

６位

５位



備考

選手名 学年 永橋　湧也 3 溝口　智貴 3 町田　龍士 2 三好憲士郎 2 間瀬　勝義 2 板垣　勇大 2 田中　久敦 2 梶　　鉄輝 1

学校名 府県 和歌北 和歌山 北桑田 京都 城東工科 大阪 榛生昇陽 奈良 佐野工科 大阪 茨木工科 大阪 北稜 京都 伊丹 兵庫

記録 備考 4分58秒16 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

備考

選手名 学年 南　　　潤 3 福永　大智 2 武田　悠佑 3 上羽虎之介 3 大井　優茉 2 尾上　悠真 3 平瀬　功汰 3

学校名 府県 和歌北 和歌山 城東工科 大阪 北桑田 京都 向陽 京都 花園 京都 神崎 兵庫 興國 大阪

記録 備考 11秒690 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12秒150 -- -- --

備考

選手名 学年 山本　隼人 3 末廣　快理 2 張野　幸聖 1 西村　豊紀 3 岩田　凌弥 2 三宅　大春 2 磯部　行佑 3 中囿　正太 3

学校名 府県 秋桜 大阪 三田学園 兵庫 和歌北 和歌山 北稜 京都 向陽 京都 北桑田 京都 自由ヶ丘 兵庫 榛生昇陽 奈良

記録 備考 11秒610 -- 11秒340 -- 12秒010 -- 11秒770 -- 12秒150 -- 12秒090 -- 12秒380 -- 12秒350 --

備考

学校名 府県 和歌北 和歌山 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 城東工科 大阪 北稜 京都 三田学園 兵庫 興國 大阪 秋桜 大阪

監督名 得点 上野　　孝 53点 足立　卓也 43点 上田　敬史 42点 今井喜代治 37.5点 中野　哲治 17点 板橋　秀彦 17点 鈴木　徳彦 14点 織田　　卓 9点

神戸弘陵 兵庫

本田　周一 9点

備考

学校名 府県 和歌北 和歌山 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 城東工科 大阪 興國 大阪 奈良北 奈良 北稜 京都 三田学園 兵庫

監督名 得点 上野　　孝 74点 足立　卓也 56点 上田　敬史 54点 今井喜代治 49.5点 鈴木　徳彦 20点 三好　泰彰 17.5点 中野　哲治 17点 板橋　秀彦 17点

選手名 学年 中本　真弥 1 坂口　楓華 3 樋口　彩華 2 藤後　莉早 3 佐々木百合乃 2 阪本ほのか 2

学校名 府県 和歌北 和歌山 播磨南 兵庫 城東工科 大阪 飾磨工 兵庫 市立堺 大阪 榛生昇陽 奈良

記録 備考 39秒640 -- 40秒190 -- 40秒730 -- 40秒770 -- 41秒370 -- 41秒530 --

選手名 学年 阪本ほのか 2 坂口　楓華 3 元砂水咲美 3 樋口　彩華 2 下山美寿々 1 藤後　莉早 3

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 播磨南 兵庫 榛生昇陽 奈良 城東工科 大阪 教大天王寺 大阪 飾磨工 兵庫

記録 備考 2分44秒800 -- 2分45秒390 -- 2分46秒770 -- 2分50秒160 -- 2分51秒180 -- 2分52秒050 --

8位は同点同条件
のため2校とする

■女子２ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 備考

５位 ６位 備考順位 １位 ２位 ３位 ４位

■男子トラック総合

順位

■学校対抗

順位

■女子５００ｍタイム・トライアル

1-6位は決勝、7位
以下は7-12位決定
戦で決定
6位失格のため空
位

順位

記録は予選の200mタ
イムトライアルの記
録

６位 ７位 ８位

２位 ３位 ４位 ５位順位

４位 ５位

■男子スプリント

■男子４ｋｍ速度競走

６位 ７位 ８位

■男子ケイリン

１位

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

トラックとロードの
合計得点

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

１位 ２位 ３位



■第12回近畿高等学校自転車競技新人大会

選手名 学年 西原裕太郎 1 中元　優一 2 山本　隻弥 1 小田　隆一 2 木ノ本凌一 1 河野　翔輝 1

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 和歌北 和歌山 北桑田 京都 和歌北 和歌山 榛生昇陽 奈良

記録 備考 1分11秒590 -- 1分15秒430 -- 1分15秒940 -- 1分17秒110 -- 1分17秒610 -- 1分18秒870 --

選手名 学年 西原裕太郎 1 南　　　蓮 1 水口　　宙 2 堀越　翔己 2 山本　隻弥 1 岩松　京雅 1

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 和歌北 和歌山 北桑田 京都 北桑田 京都 和歌北 和歌山 北桑田 京都

記録 備考 12秒070 -- 12秒270 -- 12秒350 -- 12秒350 -- 12秒420 -- 12秒570 --

選手名 学年 水口　　宙 2 岸本　亮祐 2 堀越　翔己 2 平松　拓也 1 山﨑　咲斗 3 津崎　　蓮 1

学校名 府県 北桑田 京都 興國 大阪 北桑田 京都 北桑田 京都 興國 大阪 城東工科 大阪

記録 備考 3分53秒810 -- 3分56秒220 -- 3分57秒200 -- 4分02秒860 -- 4分11秒260 -- 4分16秒000 --

■新人３ｋｍインディヴィデュアル・パーシュート

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 備考

■新人２００ｍタイム・トライアル・フライングスタート

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 備考

■新人１ｋｍタイム・トライアル

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 備考


