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男子スプリント　【1/8決勝】
各組勝者は1/4決勝へ、敗者は敗者復活戦へ

組 BN 学年 学校名 府県名 順位 備考

54 原田　翔真 ﾊﾗﾀﾞ  ｼｮｳﾏ 3年 泉大津 大阪 12 秒 310 58.49 km/h 1

39 高水　健人 ﾀｶﾐｽﾞ  ｹﾝﾄ 2年 大阪産大附 大阪 秒 -- 2

82 松浦　夏空 ﾏﾂｳﾗ  ｿﾗ 3年 飾磨工多部 兵庫 11 秒 360 63.38 km/h 1

19 富田　莉央 ﾄﾐﾀ  ﾘｵ 3年 鴨沂 京都 秒 -- 2

5 奥地　龍人 ｵｸﾁ  ﾘｭｳﾄ 3年 北桑田 京都 12 秒 400 58.06 km/h 1

26 西野　颯太 ﾆｼﾉ  ｿｳﾀ 3年 花園 京都 秒 -- 2

105 髙原　令伍 ﾀｶﾊﾗ  ﾚｲｺﾞ 2年 榛生昇陽 奈良 秒 -- 2

29 金井　和輝 ｶﾅｲ  ｶｽﾞｷ 3年 龍谷大平安 京都 12 秒 480 57.69 km/h 1

46 瀧本　陽也 ﾀｷﾓﾄ  ﾃﾙﾔ 3年 興國 大阪 秒 -- 2

66 髙木　遥哉 ﾀｶｷﾞ  ﾊﾙﾔ 3年 三田 兵庫 12 秒 470 57.74 km/h 1

95 田丸　拓也 ﾀﾏﾙ  ﾀｸﾔ 3年 奈良北 奈良 12 秒 430 57.92 km/h 1

60 橋本　龍典 ﾊｼﾓﾄ  ﾘｭｳｽｹ 3年 飾磨工 兵庫 秒 -- 2

RESULT(RANKING) - SPRINT / Men / 1/8 Final
順位 BN 学年 学校名 府県名

【１組】

1 54 原田　翔真 ﾊﾗﾀﾞ  ｼｮｳﾏ 3年 泉大津 大阪 58.49 km/h

2 39 高水　健人 ﾀｶﾐｽﾞ  ｹﾝﾄ 2年 大阪産大附 大阪 --

【２組】

1 82 松浦　夏空 ﾏﾂｳﾗ  ｿﾗ 3年 飾磨工多部 兵庫 63.38 km/h

2 19 富田　莉央 ﾄﾐﾀ  ﾘｵ 3年 鴨沂 京都 --

【３組】

1 5 奥地　龍人 ｵｸﾁ  ﾘｭｳﾄ 3年 北桑田 京都 58.06 km/h

2 26 西野　颯太 ﾆｼﾉ  ｿｳﾀ 3年 花園 京都 --

【４組】

1 29 金井　和輝 ｶﾅｲ  ｶｽﾞｷ 3年 龍谷大平安 京都 57.69 km/h

2 105 髙原　令伍 ﾀｶﾊﾗ  ﾚｲｺﾞ 2年 榛生昇陽 奈良 --

【５組】

1 66 髙木　遥哉 ﾀｶｷﾞ  ﾊﾙﾔ 3年 三田 兵庫 57.74 km/h

2 46 瀧本　陽也 ﾀｷﾓﾄ  ﾃﾙﾔ 3年 興國 大阪 --

【６組】

1 95 田丸　拓也 ﾀﾏﾙ  ﾀｸﾔ 3年 奈良北 奈良 57.92 km/h

2 60 橋本　龍典 ﾊｼﾓﾄ  ﾘｭｳｽｹ 3年 飾磨工 兵庫 --
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