
第53回近畿高等学校自転車競技選手権大会　兼平成28年度全国高等学校総合体育大会近畿ブロック予選 Communiqué #53

2016(H28)/06/10-12 大阪府・岸和田競輪場[周長400m] 主催 近畿高等学校体育連盟　大阪府教育委員会 Result
後援 近畿地域自転車競技連合　大阪府自転車競技連盟　(公財)ＪＫＡ近畿支部　(一社)日本競輪選手会大阪支部 2016/6/12 13:42

■入賞者一覧 主管 近畿高等学校体育連盟自転車競技専門部　大阪府高等学校体育連盟自転車競技専門部

備考

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 興國 大阪 奈良北 奈良 和歌北 和歌山 紀北工 和歌山 向陽 京都

選手名１ 学年 奥村　十夢 3 水口　　宙 3 山住虎太郎 3 吉岡　　衛 3 南　　　蓮 2 吉田　拓未 3 金田慎二郎 3

選手名２ 学年 今西　力太 3 三宅　大春 3 岸本　亮祐 3 入部　宏樹 2 宮本　大輝 2 尾崎　功周 2 岩田　凌弥 3

選手名３ 学年 西原裕太郎 2 平松　拓也 2 長谷川聖汰郎 3 栗巣　颯葵 2 山本　秀太 1 八木　皓生 1 上西　　叶 2

選手名４ 学年 河野　翔輝 2 小田　隆一 3 菊本　泰右 2 藤田　和也 2 仮屋　和駿 1 植阪　せい 1 金田宏三郎 2

記録 備考 4分26秒996 4分37秒497 4分41秒455 4分47秒597 4分58秒934 4分59秒980 5分06秒783

備考

学校名 府県 城東工科 大阪 神戸弘陵 兵庫 大阪産大 大阪 飾磨工 兵庫 茨木工科 大阪 北稜 京都 市立堺 大阪 市立伊丹 兵庫

選手名１ 学年 福永　大智 3 伊藤　歩登 3 浜田　　樹 3 村上　翔馬 3 板垣　勇大 3 加藤　　純 2 谷　　和也 3 武田　明樹 3

選手名２ 学年 町田　龍士 3 楠田　祥大 3 山邊　悠平 3 大谷　昂史 3 上之薗鉄朗 2 三本木大哉 2 大藪　　明 3 松本　　峻 3

選手名３ 学年 津崎　　蓮 2 廣瀬　武人 2 入江　　嶺 2 井上　昇真 3 出口謙一郎 2 吉岡　秀祐 2 田中　宏彰 2 梶　　鉄輝 2

記録 備考 1分21秒492 1分22秒316 1分24秒297 1分25秒633 1分25秒997 1分26秒193 1分26秒976 1分27秒461

備考

選手名 学年 伊藤　歩登 3 今西　力太 3 堀越　翔己 3 南　　　蓮 2 中村総一郎 2 松本　　峻 3 石井　雄悟 2 藤田　和也 2

学校名 府県 神戸弘陵 兵庫 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 和歌北 和歌山 城東工科 大阪 市立伊丹 兵庫 興國 大阪 奈良北 奈良

記録 備考 1分07秒627 1分09秒405 1分10秒197 1分12秒109 1分13秒017 1分13秒047 1分14秒119 1分14秒143

備考

選手名 学年 谷　　和也 3 奥村　十夢 3 山住虎太郎 3 八木　佑太 3 小田　隆一 3 入部　宏樹 2 瀧山　里玖 3 上之薗鉄朗 2

学校名 府県 市立堺 大阪 榛生昇陽 奈良 興國 大阪 飾工多 兵庫 北桑田 京都 奈良北 奈良 鴨沂 京都 茨木工科 大阪

記録 備考 37点 26点 16点 13点 9点 9点 8点 8点

備考

選手名 学年 河野　翔輝 2 三宅　大春 3 吉田　拓未 3 浅尾　佳弘 2 畠　　晃輝 2 弓場　圭人 2 荻野　弘晃 3 大畠　睦生 2

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 紀北工 和歌山 茨木工科 大阪 飾磨工 兵庫 奈良北 奈良 兵庫工 兵庫 大阪偕星 大阪

記録 備考 3分34秒564 3分36秒323 3分48秒203 3分54秒538 -- -- -- --

予選記録 備考 3分37秒407 3分38秒006 3分50秒709 3分53秒780 3分58秒887 3分58秒949 4分09秒087 4分15秒452

備考

選手名 学年 吉岡　　衛 3 浜田　大雅 3 大前　雄暉 2 岡本　篤樹 3 浜田　　樹 3 津崎　　蓮 2 板垣　勇大 3 金田慎二郎 3

学校名 府県 奈良北 奈良 藤井寺工科 大阪 神崎 兵庫 榛生昇陽 奈良 大阪産大 大阪 城東工科 大阪 茨木工科 大阪 向陽 京都

備考

選手名 学年 西原裕太郎 2 岸本　亮祐 3 梶　　鉄輝 2 村上　翔馬 3 町田　龍士 3 宮浦　淳希 3 間瀬　勝義 3

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 興國 大阪 市立伊丹 兵庫 飾磨工 兵庫 城東工科 大阪 神崎 兵庫 佐野工科 大阪

記録 備考 -- -- -- -- -- -- --

６位 ７位 --

■４ｋｍチーム・パーシュート

出場７チーム

■チーム・スプリント(400m×3)

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

６位 ７位 ８位

■１ｋｍタイム・トライアル

■ポイント・レース

６位 ７位 ８位

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

６位 ７位 ８位

距離24kmで実施

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

■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 ７位 ８位

1-2位は決勝、3-4位は3-
4位決定戦で、5位以下は
予選のタイムで決定

■スクラッチ

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

予選6km、決勝8kmで実施

■４ｋｍ速度競走

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

8位は空位とする



備考

選手名 学年 長谷川聖汰郎 3 中元　優一 3 大井　優茉 3 二宮　敦史 2 中谷　　空 3 出口謙一郎 2 長野　五輪 3

学校名 府県 興國 大阪 北桑田 京都 花園 京都 榛生昇陽 奈良 飾磨工 兵庫 茨木工科 大阪 大阪偕星 大阪

記録 備考 11秒780 -- -- -- -- -- --

備考

選手名 学年 末廣　快理 3 道城　海地 2 谷内　健太 1 岡田　洋明 2 井戸　世成 2 吉岡　秀祐 2 岩田　凌弥 3 草薙　海斗 3

学校名 府県 三田 兵庫 同志社 京都 北桑田 京都 興國 大阪 茨木工科 大阪 北稜 京都 向陽 京都 自由ヶ丘 兵庫

予選記録 備考 11秒333 11秒804 11秒857 12秒009 11秒952 11秒956 11秒931 11秒937

備考

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 興國 大阪 城東工科 大阪 奈良北 奈良 神戸弘陵 兵庫 茨木工科 大阪 飾磨工 兵庫

監督名 得点 足立　卓也 54.0 上田　敬史 40.0 鈴木　徳彦 37.0 竹林　佑馬 23.0 平林　高久 22.0 本田　周一 19.0 森谷　哲也 19.0 東森　晃仁 19.0

備考

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 興國 大阪 城東工科 大阪 奈良北 奈良 茨木工科 大阪 神戸弘陵 兵庫 飾磨工 兵庫

監督名 得点 足立　卓也 87.0 上田　敬史 52.0 鈴木　徳彦 51.0 竹林　佑馬 30.0 平林　高久 27.0 森谷　哲也 22.0 本田　周一 19.0 東森　晃仁 19.0

■女子

選手名 学年 中本　真弥 2 布居　　光 1 樋口　彩華 3 阪本ほのか 3 岡田枝里子 3 佐々木百合乃 3

学校名 府県 和歌北 和歌山 和歌北 和歌山 城東工科 大阪 榛生昇陽 奈良 北桑田 京都 市立堺 大阪

記録 備考 38秒962 大会新 40秒205 40秒577 40秒699 41秒155 41秒830

選手名 学年 阪本ほのか 3 樋口　彩華 3 下山美寿々 2 岡田枝里子 3 中本　真弥 2 佐々木百合乃 3

学校名 府県 榛生昇陽 奈良 城東工科 大阪 大教大天王寺 大阪 北桑田 京都 和歌北 和歌山 市立堺 大阪

記録 備考 2分40秒904 2分44秒087 2分44秒514 2分50秒380 2分51秒060 3分00秒661

■第13回近畿高等学校自転車競技新人大会

選手名 学年 田上　輝樹 2 松山　福人 1 奥地　龍人 1 田村幸四郎 2 馬越　裕之 1 本郷　璃久 2

学校名 府県 北桑田 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 興國 大阪 榛生昇陽 奈良 興國 大阪

記録 備考 1分13秒801 1分14秒535 1分15秒678 1分16秒145 1分16秒657 1分16秒816

選手名 学年 田村幸四郎 2 松山　福人 1 井野　誠大 1 田上　輝樹 2 本郷　璃久 2 馬越　裕之 1

学校名 府県 興國 大阪 北桑田 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 興國 大阪 榛生昇陽 奈良

記録 備考 11秒981 12秒311 12秒428 12秒441 12秒497 12秒544

選手名 学年 井野　誠大 1 初貝　英隆 2 天野　颯太 1 大島　茂樹 3 宮崎　潤規 2 柴永　　陸 2

学校名 府県 北桑田 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 北桑田 京都 興國 大阪 興國 大阪

記録 備考 3分57秒369 4分00秒699 4分02秒313 4分04秒819 4分09秒571 4分12秒293

■ケイリン

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

５位 ６位 ７位 ８位

記録は予選における200m
フライング・タイム・ト
ライアルのもの

■学校対抗(トラック競技)

６位 ７位 ８位

1-6位は決勝、7-8位は7-
12位決定戦で決定
6位は失格のため空位

■スプリント

順位 １位 ２位 ３位 ４位

５位 ６位 ７位 ８位

榛生昇陽は7年ぶり3回目
の総合優勝

■女子５００ｍタイム・トライアル

６位 ７位 ８位

■学校対抗(総合)

順位 １位 ２位 ３位 ４位

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

５位 ６位

備考

1998年以来18年ぶりの大会新記録

備考

６位

■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

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

■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

■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


